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2016-2017 年度  常任委員長の皆さん、1 年間よろしくお願いします！ 

撲滅という目標に向けて懸命な活動を続けつつ、さらにその先に

目を向けていかなければなりません。この成功をてことして、さらな

る大きな成功に向けての準備をするためです。ロータリーの将来

にとって、ポリオ撲滅におけるロータリーの役割が広く認知される

ことはきわめて重要です。私たちの功績が知られれば知られるほ

ど、より大きな目標を達成するためのパートナーや資金、そして最

も重要である会員を得ることができるようになります。国際ロータリ

ー世界本部では、そのようなロータリーの功績について認知度を

高めるために日々努力していますが、本部だけでは成し得るもの

ではありません。私たちは、皆さんにクラブを通じて地域社会でロ

ータリーとは何か、どのようなことをしている団体なのかを広く伝え

ていただく必要性を感じています。ポリオがついに撲滅される瞬

間に立ち会う準備をするよう、各ロータリークラブが心がけておく

必要があります。 

 

◆2015-16年度 臨時理事会報告（後藤 博君） 

1.2015-16年度出席表彰について 

⇒ホーム例会100％出席者3,000円、メーキャップ100％出席者

2,000円（JCBギフト券）が承認されました。 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、本日の例会

にて「熊本南ロータリークラブ 細則の改定」を行います。ご協

力のほどよろしくお願いいたします。また、昨日大分で開催さ

れました「広報・青少年奉仕部門合同セミナー」に参加いたし

ました。出席された藤見泰之会員・井上雅文会員そして寿崎 

肇会員、大変お疲れさまでした。 

さて、今月の「ロータリーの友」で RI会長のメッセージが掲載

されております。冒頭のみですが紹介させていただき、本日の

会長報告といたします。 

親愛なるロータリアンの皆さん、今、まさに始まろうとしている

ロータリー年度は、いつの日か、私たちの歴史において最大の

偉業を成し遂げた年、つまり、世界で最後のポリオ症例が確認

された年として認識される年になるかもしれません。2015年、野

生ポリオウイルスによるポリオ発症は、アフガニスタンとパキスタ

ンで確認された、わずか 74件にとどまりました。私たちはポリオ 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.2016年度 寿崎奨学生紹介・奨学金

交付式 

         

        

 

              

  

        

  
 

７/２５ 短期青少年交換留学事業説明会 

     ＠ホテル日航熊本「アソシェッド」 

７/２６ 第 1 回市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ニュースカイホテル 

７/３１ 第 32 回 IAC 年次大会 

     ＠ホテル日航熊本 

８/４-９ 短期青少年交換留学事業 

in 台北 

      

 

第２回例会記録（通算第 2692 回）  

平成 28（2016）年７月１１日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

大庭由樹様（熊本江南 RC） 

佐土原護様（    〃    ） 

木村秀崇様（熊本西 RC） 

上妻陽一様（  〃    ） 

出田晴彦様（  〃    ） 

張 翰博君（米山奨学生） 
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◆2016-17年度 定例理事会報告（漆島典和君） 

1.姉妹クラブ特別会計について 

⇒全会員10,000円の特別会費が承認されました。 

2.短期青少年交換留学事業について 

⇒現事業計画内容で承認されました。 

3.IAC年次大会について 

⇒全会員登録とすることが承認されました。 

4.吉村郁也様の入会について ⇒承認されました。 

5.事務局備品（シュレッダー）購入について 

⇒承認されました。（見積書を提出） 

 

✩熊本南ロータリークラブ 細則の改定 

改定 現状 

第 6 条 特別積立金および会

費 

第 1 節 

入会を希望する者は、入会承

認に先んじ特別積立金を納入

すべきものとする。特別積立

金は 30,000 円とする。 

第 6 条 入会金および会費 

第 1 節 

入会金は 30,000 円とし、入会

承認に先んじ納入すべきもの

とする。ただし、標準ロータ

リー・クラブ定款第 11 条の規

定に該当する場合はこの限り

ではない。 

本日ご出席の全会員より承認をいただきましたので、「改定」

といたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～納涼親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 7月27日（水）１2：30～ 

[変更後] 7月27日（水）１8：30～ 

[場  所] 未定 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 7月28日（木）１2：00～ 

[場  所] 未定 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.RI第2720地区 第32回 IAC年次大会のご案内が届いております。

今大会は当クラブがホストクラブとなりますので、ぜひご参加くだ

さい。（後ほど再度メールにてご案内） 

2.宇佐 RCより「創立50周年記念式典のご案内」が届いております。

参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。（再） 

3.台北大同扶輪社より「お知らせ」が届いております。 

4.本日例会にて「熊本南ロータリークラブ細則改定」を行います。ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

5.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位はご参加

のほどよろしくお願いいたします。 

6.例会終了後「2015-16（前年度）臨時理事会」を開催いたします。

関係各位はご参加のほどよろしくお願いいたします。 

7.本日19：00より「第1回 クラブ協議会」を開催いたします。関係各

位はご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

 ［誕生祝］                ［結婚祝］ 

倉崎保広君  7.11            木村仁治君  7.7 

吉本栄一君  7.17            古川尚徳君  7.7 

杉光定則君  7.17 

星野誠之君  7.23 

金井昌道君  7.27 

鎌田 剛君   7.31 

 

 

 

 

 

●雑誌委員会（永井富士雄君） 

 今年度雑誌委員長を担当します永井です。副委員長は向臺

さんです。毎月交互にロータリーの友を報告させて頂きたい

と思いますのでよろしくお願い申し上げます。今年度

(2016-17）RI会長ジョン F.ジャーム氏(米国テネシー州チャ

タヌーガ RC)のメッセージ及び横顔が横書き P.7～17に亘り

家族･仕事そしてロータリーへの考え方や思いが掲載されて

います。ロータリーの将来にとって、｢ポリオ撲滅における

ロータリーの役割が広く認知されることは極めて重要です｣

また、｢ポリオがついに撲滅される瞬間に立ち会う準備をす

るよう各 RC が心がけておく必要がある｣と断言されていま

す。P.17では、テーマとして「人類に奉仕するロータリー｣

を掲げ、伝承を継承する名誉を授けられた私たちには、この

ような奉仕を行っていく責務があるのです。と結ばれていま

す。次に、我が第 2720 地区 前田眞実ガバナーが P.36 に宇

土 RC 作守順子地区幹事より紹介されています。スローガン

「学ぶ・守る・育てる・未来に向けて」と自身の年度でやる

べきことを明確に示されています。次に P.40、RI 理事メッ

セージより、齋藤 PG(豊田 RC)がロータリー財団 100 周年を

祝うと RI 会長の意向を受け、地区・クラブでその祝賀キャ

ンペーンを繰り広げて頂きたいと思いを寄せておられます。

その内容が P.44、45に記載されています。P.50、51に熊本

地震、P.52、53に東日本大震災の投稿記事があります。P.54

に地区大会略報で我が第 2720 地区が紹介されています。

P.60 新コーナー｢わがまちの味｣をご紹介くださいです。次

に縦書きの P.4～8 地域医療の取り組みでは「他職種連携」

で新たな地域医療に取り組んでいる北海道・中頓別の紹介が

出席報告（木村仁治君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４５名 80.36％   ８４.７５％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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されています。P.13「わがまちの味」出雲・割子そば、P.15

新潟・タレカツ丼が紹介されています。P.18 川柳では熊本

西南 RC 古閑さん、大分 中津 RC 福澤さんが地震の復興に向

けて投稿されています。P.20～30 ロータリーアットワーク

では RC と地区の活動を紹介しています。当クラブからも紹

介記事を積極的に投稿してはいかがでしょうか。今年度スタ

ート「ロータリーの友」誌ですので是非ご一読ください。本

年、一年間よろしくお願いします。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  短期青少年交換留学事業の連絡です。ご案内しております

とおり、7/25（月）14：00よりホテル日航熊本「アソシェッ

ド」にて旅行説明会を開催いたします。関係各位はご参加を

お願いいたします。また、引率の方の旅費につきましては、

東武トップツアーズの山下会員より直接請求がございます。

各自にてお支払のほどよろしくお願いいたします。 

 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

7月分奨学金が交付されました。 

 

熊本江南 RC会長挨拶（大庭由樹様・佐土原護様） 

 

 

 

 

 

熊本西 RC 会長挨拶（木村秀隆様・上妻陽一様・出田晴彦様） 

 

 

 

 

 

◆2015-16 地区大会実行委員長報告（渕田俊郎君） 

  皆さま、こんにちは。3月26日～27日開催されました

2015-16地区大会の記録をお配りしております。古財委員長

はじめ、広報委員の方々には大変お世話になりました。おか

げさまで大変素晴らしい冊子ができております。冊子の中に

QR コードがございます。動画が観られるようになっており

ますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○大庭由樹様・佐土原護様（熊本江南 RC） 

 今年度 熊本江南 RCで会長・幹事を仰せつかりました。皆さ

ま、よろしくお願いいたします。 

○木村秀隆様・上妻陽一様・出田晴彦様（熊本西 RC） 

  本日は新年度のご挨拶とガバナー公式訪問の合同例会の打ち

合わせにまいりました。お世話になります。 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・後藤 博君・高宮 宏君 

  今村浩昭君・古財良一君・坂本幸樹君・北口 誠君・西川尚希君 

告坂和紀君 

  熊本江南 RC の大庭様・佐土原様、熊本西 RC の木村様・上妻

様・出田様、張 翰博君のご来訪を歓迎いたします。熊本西 RC

様には8月29日のガバナー公式訪問で大変お世話になります。

よろしくお願いいたします。今年度皆さまのご活躍をお祝い申し

上げます。 

○堀川貴史君 

  熊本西 RC と熊本江南 RC の皆さまのご来訪を心より歓迎し

スマイルいたします。特に熊本西 RC の出田さんには昨年度

地区幹事として大変お世話になり、ありがとうございました。 

○寿崎 肇君 

  昨日7/10、大分で広報・青少年奉仕部門の合同セミナーに参加

しました。各奉仕部門長と委員長のお話に感激、特に IT 研修委

員長のお話は勉強になりました。前田ガバナーのお話の中で、こ

のたびの震災に2億7千万円の寄付をいただいた、どのように使う

か皆さまの意見を聞きたいとのお話など、参加してよかったと思

いました。 

○星野誠之君 

  週末の野球の練習試合で、とうとう三男の晴輝が試合デビューし

ました。これまでも出るチャンスはあったのですがなかなか出して

もらえず悔しがっていましたが、とうとう出してもらいました。ライト9

番で2打席とも三振でした。今後を期待して送迎を頑張ります。 

○桑原幸雄君 

  次男が所属する江南中学校野球部が熊本市の中体連で見事優

勝しました。江南中野球部としては実に30年ぶりの快挙です。次

は県大会制覇です。息子は2番バッター、ショートを守っています。

大活躍してくれることを期待しております。保護者一同、精一杯

応援します。 

○水野東洋君 

  本日各テーブルに日興家族でワクワク体験 DAYのチラシを置か

していただいております。小学生向けイベントを熊本支店で開催

いたします。当日は RKK さんの取材もある予定です。是非お子

さんやお孫さんと遊びに来てください。 

○田川憲生君 

  本日は所用のため途中退席します。お詫びのスマイルです。 

 

●常任委員長就任挨拶 

○会員維持増強委員長（喜讀宣友君） 

  本年度、会員維持増強委員会の委員長を仰せつかった喜讀

宣友です。実をいうと先週まで委員長ということを解ってお

りませんでした。しかしながら受けた以上はその役を1年間

演じ切るつもりです。活動計画書も鎌田君が書いたものです

が、しっかりと意志を引継ぎ会員数70名台達成致します。ま
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た、入会までのプロセスを明確にするため資料の充実化を図

るということで、実際、現在新たな入会申込書を作成し、資

料の更新を行っております。入会して11年目を迎えますが毎

年度受けた役を自分なりに精一杯演じてきたつもりです。本

年度も必ず70名を達成して自分の糧としたいと思います。上

に掲げてある50周年の時にたてた10か年ビジョン。ここまで

かなり進化してきていると思いますが、こと会員数に関して

は目標との隔たりがでています。数が全てではありませんが、

数は力です。1人で出来る事には限界があります。ここにい

る皆様1人1人が会員維持増強委員長という意識をもって取

り組めば150名も実現可能な数字だと思います。これまでい

ろいろな団体等で会員の拡大を見てきて思うのは、思いの大

きさ、“熱”が大事であるという事。この1年間は熱意をもっ

て取り組みます。目標が決まれば方法は無数に出てくると思

いますが、私がロータリーに入会したきっかけでもあり、ほ

とんどの人がそうであるように「この人が言うなら」という

どうしても断れない人に同行をお願い致します。その節はご

協力をよろしくお願い致します。情報も必要です。特に入会

から日の浅い方からは新たな情報や人脈が出てくると思い

ますのでご協力をお願いします。どんなに拡大をしても退会

者がでれば維持増強は進みません。会員維持の基本の部分と

して「ロータリーは楽しくなければならない」ということが

ありますが、まず基本を知る機会を提供すべくロータリー情

報委員会と協力して、前期は震災のため開催できませんでし

たが、勉強会を開催していきます。増強という言葉を辞書で

引くと「人員・設備を増やして機能を強化すること」と出て

きます。漆島会長の年度ではある程度思うようにやらせて頂

ける中、しっかりと熊本南ロータリークラブの機能を強化し

て、坂本幹事の言われるように「まず自分が楽しんで」この

1年間この役を演じていきますのでご協力宜しくお願い致し

ます。最後に、鎌田君が活動計画書に月1回の IMと書いてお

りましたので、経過の確認も含めてぜひ開催していきたいと

思います。委員会メンバーの方は宜しくお願い致します。 

○クラブ広報委員長（井上雅文君） 

  皆様こんにちは。広報委員会の委員長を担当させていただ

くことになりました井上雅文です。宜しくお願いします。対

内的にはこれまで同様に事務局の東さんと連携し、週報の発

行を行う。（写真撮影・取材）各種行事に関しましても、写

真撮影、取材、原稿の依頼などを行ってまいります。ご協力

どうぞ宜しくお願いします。また、タイムリーに情報を提供

することで、クラブ内の活性化を目指してまいります。その

ツールとして Fb を活用し、既に作成して頂いております当

クラブのグループへの投稿を積極的に行ってまいりたいと

思います。まだ登録がお済でない方に関しましては、個別に

ご案内を行ない、グループのメンバーを増やしてまいります。

対外的には昨日参らせていただきました、広報・青少年奉仕

部門合同セミナーにて、ご依頼いただきました⇒ガバナー公

式訪問の写真、記事の投稿と対外的事業に関してのロータリ

ーの友への投稿を行っていければと思っています。 

○クラブ管理運営委員長（玉田光識君） 

  今年度クラブ管理運営委員長を拝命しました玉田光識で

す。当委員会はクラブの効果的な運営のために活動をするこ

とが大きな役割であり、そのために出席、プログラム、スマ

イル、親睦活動、会計、SAAの各委員会と常に情報を共有し

なければならないと考えております。今年度管理運営部門の

RI 第 2720 地区スローガンは『ロータリーをエンジョイし、

クラブの活性化を図ろう』となっております。そこで、私も

今年度の重点目標として以下 3点を掲げました。1.会員全員

一丸となって創意工夫し会員が出席したいと思う例会にし

なければならない。2.会員の声を聞き会員の関心に応えられ

る多様な企画を立てたい。3.そのために各委員会と連携を強

化し、運営の円滑化、魅力あるクラブ造りをしていく。今年

度これらの目標達成できるように会員全員の方々からご支

援・ご指導を受けて務めてまいりたいと思います。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

○奉仕プロジェクト委員長（今村浩昭君） 

  本年度奉仕プロジェクト委員長を仰せつかりました今村

です。2008 年 5 月に入会以来、出席委員長、親睦委員長、

国際奉仕委員長、幹事、R情報委員長を経験し、野田ガバナ

ー年度には地区の筆頭副幹事を務めさせて頂きました。皆様

方に育てて頂いて、今年度は 9年目となります。さて、奉仕

プロジェクト委員長としましては、職業奉仕、社会奉仕、青

少年奉仕、国際奉仕、R寿崎奨学会、米山奨学会のそれぞれ

の委員会の奉仕活動を通して、熊本南 RC の奉仕活動がより

素晴らしいものとなりますよう支援させて頂きます。普段は

経済活動を通してサービスの向上を目指し競争力を高めら

れている会員の皆様ですが、RC におきましては奉仕活動を

通して行政や経済活動だけでは目の届かない分野への社会

貢献を果たさんとされる皆様です。“奉仕の理想に集いし”

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また、会長エレ

クトとして漆島会長のもとで一年間しっかり勉強させて頂

きます。次年度のことで皆様方にいろいろなお願いをするか

と思いますが、一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

○R財団委員長（原 裕一君） 

  皆様こんにちは。昨年度に引き続き R財団委員長を仰せつ

かりました原です。R の友今月号に R 財団100周年記念に伴

い、R財団管理委員長の思いが掲載されておりますのでご紹

介いたします。ジョン F.ジャーム RI会長が選んだ「人生に

奉仕するロータリー」というテーマは、財団の活動そのもの

を表しています。財団の活動があってこそ、ロータリアンは

長年にわたって人道主義を掲げ、助けを求めている人々に奉

仕することができたのです。今年度地区の取り組みとして、

ロータリー財団100周年を記念した事業の推進がございます。

当クラブでも積極的に取り組んでまいりたいと思います。皆

さま1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 


