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2016 -2017 年度  短期青少年交換留学事業 i n 台 北  

 

定例理事会報告（漆島典和君） 

1.河津延雄様の入会について 

⇒承認されました。 

2.8/29ガバナー公式訪問合同例会について 

⇒ネクタイ着用、食事はガバナー着席後一斉スタート 

3.米山奨学会寄付について（特別徴収なし） 

⇒クラブより5,000円×全会員分が承認されました。 

4.地区 IAC 委員会海外研修について 

⇒費用の半額をクラブ負担とすることが承認されまし

た。 

5.人頭分担金を増額する制定案について 

⇒反対表明することが承認されました。 

6.玉名 RC 創立50周年記念式典について 

⇒「全員登録」とすることが承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 8月23日（火）１2：30～ 

[変更後] 8月23日（火）１8：30～ 

[場  所] オーデン 

 

 

 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。8月 4日～8月 9日の予定で行わ

れます短期青少年交換留学事業の引率として、8月 4日

～6 日まで台北に行ってまいりました。昨日 7 日より後半

の引率の方が出発され、9 日に留学生と共に帰国予定と

なっております。 

さて、本日配布されておりますロータリーの友8月号縦

書き P.16 に、東京芝 RC 村上重俊会員の「人頭分担金

を増額する制定案に反対しませんか」という投稿がござ

います。大変重要な決議に関する投稿ですので、皆さま

お読みくださいますよう、お願いいたします。 

また、本日 15：00 より、天皇陛下がお気持ちを表明さ

れる予定です。是非拝見したいと思います。 

以上、本日の会長報告といたします。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.短期青少年交換留学事業報告会 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

８/２９ ガバナー公式訪問合同例会 

     ＠ホテル日航熊本「天草」 

９/３-４ RYLA セミナー＠陣屋の村 

９/１７ R 財団・米山記念奨学部門合同セ

ミナー＠ホルトホール大分 

 

 

 

第５回例会記録（通算第 2695 回）  

平成 28（2016）年８月８日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

木之内均様（東海大学経済学部 特認教授） 

鶴田倫明様（玉名 RC） 

大石 勉様（玉名 RC） 

松本秀藏様（玉名 RC） 

吉永博之様（玉名 RC） 

張 翰博君（米山奨学生） 
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○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 8月24日（水）１2：30～ 

[変更後] 8月23日（火）１7：00～ 

[場  所] 熊本天使園 

○りんどう RC～夜例会のため場所変更 

[日  程] 8月25日（木）１9：00～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～G 公式訪問合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月30日（火）１2：30～ 

[変更後] 8月29日（月）１2：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 5F 「天草」 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（火）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月31日（水）１2：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月31日（水）１2：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月31日（水）１2：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

2.来週8/15（月）例会は「定款に基づき休会」です。次回は

8/22（月）です。ご注意ください。 

3.8/12（金）～17日（水）は事務局員夏季休暇のため不在し

ます。よろしくお願いいたします。  

 

 

◆玉名ロータリークラブ挨拶 

（鶴田倫明様・大石 勉様・松本秀藏様・吉永博之様） 

  

 

 

 

 

 

 

 創立 50 周年記念式典のご案内がございました。 

 【詳細は次のとおり】 

【日 時】2016 年 10月 22 日（土） 

     13：00～受付開始 

     14：00～記念式典 

     15：30～記念講演 

     17：00～祝賀会 

【会 場】司ロイヤルホテル 

【登録料】10,000 円 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（吉村郁也君） 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。2回目の自己紹介です。私は

元々警察におりました。33歳の時に外務省に出て、31

年前に在イラク日本国大使館二等書記官兼副領事と

して3年勤務、20年前に在ギリシャ日本国大使館一等

書記官兼領事として3年勤務、それから10年前にはヨ

ルダンに2年近くおりました。元々の専門はテロ対策

でございまして、先ほど漆島会長からもお話がござい

ました天皇皇后両陛下が海外を訪問される際は、1年

ほど前から外務省と協議、事前調査した上で、ご訪問

の際は同行することとなります。現在の両陛下とも4

度ほどご一緒させていただきました。大変晴らしい方

で、日本に皇室があることを心から誇りに思います。

仕事上、70ヵ国、延べ300ヵ国近く訪問しましたので、

色々な文化に触れてきました。10年前に熊本に戻り、

蒲島県政のもと危機管理と国際戦略をやっておりま

した。現在は本業の国際戦略に絞り、主に東南アジア

へ毎月参っております。こちらでも国際方面での貢献

ができたらと思っております。今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

 8月分奨学金の交付がございました。 

  

 

 

 

 

 

●雑誌委員会（永井富士雄君） 

 横書き P3.RI会長メッセージでは仕事とロータリー

の両立は以前より難しくなり、ひと昔前にロータリー

の成長を促いたモデルは今や成長を妨げる要因の一

つになっています。そのため規定審議会では、クラブ

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 ３３名 57.89％   １００.００％ 

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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の例会時間や入会候補者の幅を広げ会員増強の障壁

を取り払うなど柔軟性を増しました。(変更内容は P48

～49 に記載)ロータリアンとして欠かすことができな

いのがロータリークラブへの誘いですと記されてい

ます。次に P.7～15 にロータリー財団 100 周年を祝う

「世界でよいことをしてきた歴史を振り返る」とロー

タリーの友のページを飾った記事が記載されていま

す。1916-17 年度 RI 会長のアーチ C.クランフのアイ

デアから生まれました。1917 年アトランタ大会で彼が

｢世界でよいことをする」ための基金の設立を提案し

ました。ポリオ撲滅活動まで記載してあります。また、

P.24～27 での韓国・ソウル国際大会での報告でも詳し

く記載されていますのでご一読ください。P.16～17 で

は数字で見るロータリーの会員状況が報告されてい

ます。日本の会員数は、ここ数年減少に歯止めがかか

ったようです。P.18～21 では、ロータリーについてよ

く知らない人が大勢います。ロータリーとは何か、21

世紀に躍進していくためには、強いアイデンティティ

とロータリーについて一貫した形（P.20）で語ること

が大切ですと示されています。P.28～29 は熊本地震で

の支援活動が紹介されています。この中では第 2720

地区が開設したフェイスブック交流会を利用して大

分・熊本の各 RC や地元ロータリアンとの支援準備な

ど情報共有もスムーズで地区内のロータリアンの支

援の輪が広がったと報告されています。P.36 では皆さ

んも関心があると思いますが、例会出席は義務です

か？楽しみですか？ロータリーでは「例会の出席」｢会

費の納入｣「雑誌の購読」と合わせて三大義務と言っ

ています。義務としてではなく「楽しいことがあるか

ら例会に出席する」ように積極的に例会を盛上げて頂

きたいと思っています。次に縦書きの P.4～8では、「時

代に向き合い人によりそう」として岡谷鋼機社長の記

事です。347 年の企業歴史を通じて、日本人のものづ

くりに対する文化を世界中に発信し、リーダーを目指

す気概を持つことを綴られています。最後に、友愛の

広場 P.15 では、ロータリアンの義務としての出席率

の低下について意見を投げかけられています。皆さん

はどう考えますか？P.20 に熊本水前寺公園 RC、熊本

西南 RC からの投稿があっています。ぜひご一読くだ

さい。 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○鶴田倫明様・大石 勉様・松本秀藏様・吉永博之様 

（玉名 RC） 

 本日は例会にお邪魔させていただき誠にありがとう

ございます。来る 10 月 22 日の玉名 RC 創立 50 周年に

は皆さまどうぞロータリーの友情で全員ご参加いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・北口 誠君 

 堀川貴史君 

 本日の卓話者 木之内均様、玉名 RC 鶴田倫明様・大石 

勉様・松本秀藏様・吉永博之様、米山奨学生 張 翰

博君の来訪を歓迎しスマイルいたします。 

○永井富士雄君 

 卓話者 木之内さんのご来訪を歓迎いたします。今回

の熊本地震での被害は大変だったと聞いています。本

日の卓話楽しみにしています。 

○吉村郁也君 

  木之内さんの卓話を楽しみにしております。 

○倉崎保広君 

 短期青少年交換留学事業関係の皆さま、ありがとうご

ざいました。娘が大変お世話になりました。 

○坂本幸樹君・丸山浩之君・西川尚希君 

 8月4日～6日まで台湾に行ってまいりました。台北大

同扶輪社の例会にも参加し色々勉強になりました。KC

さんには昼も夜もお世話になり、そのまま台湾に移住

したいと思いました。園田修司会員、お子さんの誕生

おめでとうございます。 

○寿崎 肇君 

 台北大同扶輪社のご接待には感動いたしました。坂本

幹事には1から10までお世話いただき、ありがとうご

ざいました。ご参加の皆さまには手を引いていただき

荷物を持っていただき恐縮と感謝の3日間でした。漆

島会長には大変ご苦労をおかけいたしました。また、

町中では会長のお嬢様2人と手をつないで歩きました。

今も可愛い手の感触を楽しんでおります。久しぶりの

台北大同扶輪社訪問でした。ありがとうございました。 

○園田修司君 

 先日8月2日に第2子となる女の子が生まれました。私

に似てとても可愛いです。男の子の時と違いオムツ替

えは緊張してしまいます。改めて父親として頑張って

いかないといけないと実感しております。 

○告坂和紀君・大津英敬君・山下洋一郎君 

 先日の暑気払い会の三次会には坂本幸樹さんに初め

て合コンバーに連れて行っていただきました。とても

楽しい時間を過ごすことができました。色々勉強にな

りました。ありがとうございました。感謝のスマイル

です。 

○阪田英治君 

 本日は所用のため途中退席させていただきます。お詫

びのスマイルです。 
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●外部卓話（古財良一君） 

「熊本地震の被害状況について」 

木之内均様（東海大学経済学部 特認教授） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆8/4～9 短期青少年交換留学事業 in 台北 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


