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ウィルチェアーラグビー (リオパラリンピック銅メダリスト) 乗松聖矢選手にお越しいただきました！  

 

 

よいのです。ところが、この当たり前のことができな

いのが現状のため、皆さんでよく議論していただきた

いと述べられています。また、公式訪問時に感じたこ

とがもう一つ、会員数にかかわらず、どのクラブも奉

仕活動を熱心に行っているという印象を持たれたとの

ことです。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 12月5日（月）１2：30～ 

[場  所] 東熊本第二病院 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月7日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月4日（日）14：00～ 

[場  所] 熊本県総合体育館 

○中央 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月9日（金）１8：30～ 

[変更後] 12月10日（土）11：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、リオパラリ

ンピックで見事銅メダルを獲得されました、ウィル

チェアーラグビー日本代表の乗松聖矢様にお越しい

ただきました。後ほどよろしくお願いいたします。 

先日久しぶりに電気館に行き「ばななとグローブ

とジンベイザメ」という映画を観てきました。熊本

出身の中原丈雄さんが主演されています。 

さて、配布しておりますガバナー月信 Vol.5の「公

式訪問を終えて」に、会員増強の推進について記載

されています。私も会議等参加した際に他クラブの

方とお話しますと、どこも会員の維持増強に苦慮さ

れているようです。量を求めるか、質を求めるか、

ビジネスでもよく議論されるところですが、前田ガ

バナーは、ロータリーに当てはめて考えると質を求

めなければならないことは自明の理であると語られ

ています。ではクラブの質を高めるにはどうしたら

よいか？それは当たり前のことを当たり前に行えば 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.年次総会・年忘れ家族会 

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１/６  熊本市域 RC 新春合同例会 

     ＠ニュースカイホテル 

１/１０ 新年会（場所未定） 

１/２９ 2017-18 R財団部門 地区補助金

管理セミナー＠ホルトホール大分 

 

 

 

 

 

第１７回例会記録（通算第 2707 回）  

平成 28（2016）年１１月２８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 

乗松聖矢様 

（ウィルチェアーラグビー選手/リオパラリンピ

ック銅メダリスト） 
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○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月12日（月）１8：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本「ガーデンバンケット」 

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月13日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月13日（火）7：00～ 

[場  所] 県総合運動公園 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月14日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月14日（水）１8：30～ 

[場  所] メルパルク「中岳の間」 

○江南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月14日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月10日（土）15：00～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本「鳳凰の間」 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月20日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月20日（火）１8：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「スカイテラス」 

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月20日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月20日（火）１8：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月21日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月21日（水）１9：00～ 

[場  所] ビアレストラン オーデン 

○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月21日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月21日（水）未定 

[場  所] 未定 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１2：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１8：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１2：30～ 

○菊南 RC～熊本第2グループ IMのため日程変更 

[変更前] 12月28日（水）12：30～ 

[変更後] 12月17日（土）14：00～ 

[場  所] ユウベルホテル 

 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１8：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１8：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（木）１2：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（木）１8：30～ 

○熊本 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（金）１2：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月3日（火）１2：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月3日（火）１2：30～ 

○江南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○東南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○平成 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○西南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月5日（木）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○北 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月5日（木）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○熊本 RC～新春合同例会に場所変更 

[日  程] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○西 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月10日（火）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○東 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月10日（火）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 
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○西南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1月19日（木）12：30～ 

[変更後] 1月20日（金）18：30～ 

[場  所] ザ・スタイルオブエクセレント 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.ガバナー事務所より「2016-17 地区大会」のご案内が届い

ております。後日事務局より改めてご案内いたします。 

2.熊本南 RAC より「例会報 Vol.10」が届いております。 

3.来週（12/5）例会は「年次総会・年忘れ家族会」に振替の

ため、17：30～に時間変更いたします。昼例会はございま

せん。ご注意ください。 

 

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 ３７名 64.91％   ７７.１９％ 

出席規定適用免除者 4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） 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。姉妹クラブ委員会では10月に

台北大同扶輪社との親睦ゴルフコンペを開催いたし

ましたが、大変好評で毎年続けようという話になって

おります。次回は来年4月に台北大同扶輪社が創立33

周年を迎えられますので、それに合わせて開催しては

どうかとのお話をいただいています。日程等が決まり

次第ご案内いたしますので、是非多数のご参加をよろ

しくお願い申し上げます。 

 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。坂本研一幹事からも報告がご

ざいましたが、来週（12/5）例会は「年次総会・年忘

れ家族会」に振替のため、17：30～年次総会、18：00

～年忘れ家族会となります。親睦活動委員会では家族

会を盛り上げるべくイベントを企画中です。多数のご

参加をお待ちしております。 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

北口 誠君 

 本日の卓話者 乗松聖矢様を心より歓迎いたします。

昨日は楽しみで夜も眠れませんでした。本日はよろし

くお願い申し上げます。 

○水野東洋君 

 本日の卓話者 乗松聖矢さん、大変楽しみにしており

ました。よろしくお願いいたします。ロータリアンの

皆さん、今後とも是非乗松さんの応援よろしくお願い

いたします。 

○西川尚希君 

 乗松聖矢様、本日の卓話楽しみにしています。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○寿崎 肇君 

 11月23日熊本りんどうRC創立10周年記念式典に参加

しました。前大阪府知事の橋下徹氏の講演は元気をい

ただきました。今日から名古屋のロータリー研究会に

出席します。元気であることに感謝いたします。 

○坂本研一君・古財良一君・丸山浩之君・坂本幸樹君 

 北口 誠君 

 先週の土曜日、漆島典和会長のご紹介で「ばななとグ

ローブとジンベイザメ」の映画鑑賞と舞台挨拶に参加

いたしました。人吉出身の中原丈雄さん主演で、素晴

らしい感動的な作品でした。製作で漆島会長の弟さん

が携わっておられるそうです。 

 

●外部卓話（水野東洋君） 

「ウィルチェアーラグビーについて」     

乗松聖矢様（ウィルチェアーラグビー選手/

リオパラリンピック銅メダリスト） 

 

  

 

 

 

✩プロフィール✩ 

 荒尾市出身（26歳） 

 両下肢機能障害（シャルコー・マリー・トゥース病） 

 2015/4 SMBC日興証券入社 

 2014  仁川アジアパラリンピック優勝 

 2014   日本選手権大会ベストプレーヤー賞受賞 

 2015   ジャパンウィルチェアーラグビー大会 金 

 2015   ジャパンウィルチェアーラグビー大会 

      ベストプレーヤー賞 
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 2016   リオパラリンピック 銅メダル 

 ※日頃は熊本で活動。月1回沖縄のチームへ参加。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

12/12 外部卓話 竹内淳一郎様（日本銀行熊本支店長） 

12/19 会員卓話 久峨章義君 

12/26 定款に基づき休会  

 

【RAC・IAC の例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：12月8日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：RA委員長卓話（クラブ奉仕） 

 

熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：12月22日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：門松作り（専門知識） 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：12月7日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

 

日時：12月21日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

 

◆RIニュース（国際ロータリーHPより） 

  

 

 

 

 

 『世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた100

年』からの抜粋をご紹介します。 

 第 2 章 「種はまかれた」 

国際ロータリーは1945年、米国代表団の42の顧問団体

の一つとして、サンフランシスコ会議に招かれた。各

顧問団体には顧問１席と副顧問2席の合計3席が与え

られ、ロータリーからは以下の11人のロータリアンが、

順番に3人ずつ出席した。 

1942-52 年度 RI 事務総長 フィリップ・ラブジョイ（イ

リノイ州） 

1944-45 年度 RI 会長 リチャード H. ウェルズ（アイ

ダホ州） 

RI 事務総長補佐 レスター B. ストラザース（イリノ

イ州） 

1941-42 年度 RI 会長 トム J. デービス（モンタナ州） 

1943-44 年度 RI 会長 チャールズ L. ホィーラー（カ

リフォルニア州） 

1942-43 年度 RI 副会長 J. レイモンド・ティファニー

（ニュージャージー州） 

RI 事務総長補佐 サイラス P. バーナム（ミネソタ州） 

1939-40 年度 RI 会長 ウォルター D. ヘッド（ニュー

ジャージー州） 

1915-16 年度 RI 会長 アラン D. アルバート（イリノ

イ州） 

1967-68 年度 RI 会長 ルーサー H. ホッジス（ニュー

ヨーク州） 

『The Rotarian』誌編集者 リーランド D. ケイス（イ

リノイ州） 

他の多くの国々からも、ロータリアンが各国の代表ま

たは顧問としてサンフランシスコ会議に出席した。今

日、国際ロータリーは、国際連合とその機関にロータ

リアンを特別代表として派遣し、平和推進団体として

のロータリーの重要性を印象付けている。 


