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1/10（火）新年会＠松葉より。本年もよろしくお願い申し上げます！  

 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.熊本南 RAC より「例会報 Vol.11、12」が届いております。 

2.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。 

3.地区事務所より2017-18（次年度）地区委員長、及び地

区委員委嘱状が届いております。（塚本 侃会員・原 裕

一会員・丸山浩之会員・園田修司会員・三角雄介会員） 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月23日（月）12：30～ 

[場  所] ちゃんこ やっこ 

○東南 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 1月25日（水）12：30～ 

[場  所] フジバンビ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月25日（水）18：30～ 

[場  所] 創作和食 縁 

 

 

 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、新年明けましておめでとうございます。

今年第1回目の例会です。まず、うれしいお知らせで

す。本日より有限会社松葉の山口 競様が入会され

ました。推薦者は高宮 宏会員・久峨章義会員です。

後ほど自己紹介をお願いいたします。 

また、本日は卓話の時間を頂戴し、年頭所感とい

うことでお話させていただきますので、以上をまち

まして会長報告といたします。 

  

 定例理事会報告（漆島典和君） 

 1.R 財団100周年記念シンポジウム 公共イメージ向

上協力金について ⇒250円×62名（1/1付会員数）

を分担金より支出することを承認。 

 2.12/5年忘れ家族会及び1/10新年会収支について 

⇒親睦活動委員会より報告 

 3.台北大同扶輪社とのゴルフコンペについて 

 ⇒4/5～4/7の日程で開催することを承認。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.会員卓話 吉村郁也君 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１/２７ 第 3 回市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ニュースカイホテル 

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 

２/１１ 2017-18 地区チーム研修セミナー 

     ＠熊本市民会館 

 

 

 

 

第２１回例会記録（通算第 2711 回）  

平成 29（2017）年１月１６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 

植野堀 洋様（熊本水前寺公園 RC） 

大庭 佳美様（熊本水前寺公園 RC） 

張 翰博君（米山奨学生） 



 2 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（火）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2月1日（水）12：30～ 

[変更後] 2月1日（水）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

 

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 

６３名 ４６名 77.97％   ８１.０３％ 

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） 

 

2017-18（次年度）RI 第2720地区 委嘱状伝達式 

規定審議会特別委員会 委員長（塚本 侃君） 

社会奉仕委員会 委員（原 裕一君） 

職業奉仕研修委員会 委員（丸山浩之君） 

青少年交換委員会 委員（園田修司君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✩ポールハリスフェロー表彰✩ 

高宮 宏君（2）・原 裕一君（2）・倉崎保広君 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（山口 競君） 

  

 

 

 

 

氏名：山口 競（やまぐち きそう）君 

生年月日：昭和50年4月5日 

勤務先：有限会社松葉 

推薦者：高宮 宏君・久峨章義君 

 

熊本水前寺公園 RC 挨拶（植野堀 洋様・大庭 佳美様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

 

  1月分奨学金の交付がございました。 

 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

    

 

 

 

皆さま、新年明けましておめでとうございます。

1/10 の新年会には多数の方にご参加いただき、大盛会

となりました。ご協力ありがとうございました。 

 

 [ 誕生祝 ]          [ 結婚祝 ] 

古川尚徳君    1.4    山内昭徳君    1.9 

丸田秀一君    1.7    平尾豊幸君    1.11 

阪田英治君  1.10    鎌田 剛君    1.11 

木村仁治君  1.17    堀川貴史君    1.23 

山内昭徳君  1.22    金井昌道君    1.27 

喜讀宣友君  1.25     
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 [ 誕生祝 ]           [ 結婚祝 ] 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○植野堀 洋様・大庭 佳美様（熊本水前寺公園 RC） Ⅲ 

今年度は若い会長と老年の幹事で頑張っております。本

日は、寿崎 肇PGへ当クラブの卓話をお願いにお伺いし

ました。よろしくお願いいたします。 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

古財良一君・北口 誠君・吉村郁也君 

 新入会員の山口 競さんを歓迎します。若手の増える

熊本南RCでのロータリーライフを楽しまれてくださ

い。熊本水前寺公園RCの植野堀会長・大庭幹事、米山

奨学生の張 翰博君を歓迎します。例会を楽しまれて

ください。 

○堀川貴史君・田川憲生君・星野誠之君 

  皆さま、2017年の第1回例会です。明けましておめでとうご

ざいます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。また、

熊本水前寺公園RCの植野堀会長・大庭幹事のご来訪を

歓迎いたします。 

○高宮 宏君・久峨章義君・丸山浩之君・永井富士雄君 

  玉田光識君・井上雅文君・坂本幸樹君・木村仁治君 

  河津延雄君・西川尚希君・告坂和紀君 

  新入会員の山口 競さんの入会を歓迎いたします。例会

を楽しまれてください。 

○山口 競君  Ⅲ 

  熊本南RC入会記念日でスマイルいたします。 

○西川尚希君  Ⅲ 

  先日の新年会ではオークションの品物をご提供いただい

た方、また落札していただいた方、ご協力ありがとうござい

ました。お陰さまで140,000円のスマイルとなりました。また、

藤見泰之会員と告坂和紀会員には司会までしてください

まして、ありがとうございました。 

○原 裕一君  Ⅲ 

  久しぶりのホームクラブ例会出席です。年末年始とグルー

プ補助金の承認も終わり、復興元年として弊社としても頑

張ります。 

 

＊1/10新年会オークションスマイル140,000円 

  ご協力ありがとうございました！ 

 

 

●会員卓話（古財良一君） 

「会長年頭所感」      漆島典和君 

  

 

 

 

   

  本日は今年第1回目の例会ということで、卓話の時

間を頂戴し、年頭所感とさせていただきます。 

  皆さんはロータリー年度がなぜ7月から始まるかご

存知でしょうか？これは、毎年開催される国際大会に

その由縁があります。ロータリーの最初の会計年度は、

第1回大会が終了した翌日、1910年8月18日に始まりま

した。翌年度も同様に国際大会の日程に合わせ、8月

21日開始となっています。さらに翌年の1912年8月、

理事会が当時の国際ロータリークラブ連合会の会計

監査を依頼した際、クラブ幹事と会計が十分な時間を

もって、会計年度の最終日は6月30日にするのがよい

との提案を会計士から受けました。執行委員会はこれ

に同意し、1913年4月の会合で、6月30日を会計年度最

終日と定めました。この決定に伴い、クラブ会員数の

報告と支払いに関する期日のほか、「ザ・ロータリア

ン」誌の巻番号システム（1914年7月の第5巻より開始）

もまた変更されました。ロータリーはその後、1917年

まで、7月または8月に年次大会を開催していましたが、

1916年大会（米国、シンシナティ）での代議員が、夏

場の暑さを考慮し、大会を6月に開催する決議案を採

択しました。これにより、次の大会となるアトランタ

大会は6月17～21日に開催されました。「ロータリー年

度」という表現は、ロータリーの運営年度を示す用語

として、1913年から使用されているようです。同年7

月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終わりに近づき

つつある本ロータリー年度は、クラブが容易に集結で

きるよう、充実したクラブ合同会合が行われた一年で

した」と記されています。 

  また、ロータリークラブができたのは、皆さんご存

知のことと思いますが、1905年2月23日ポール・ハリ

スが中心となり創設されました。110年以上の歴史が

ございます。この間には様々な出来事がございました。

会員の方には単なる傍観者ではなく、自ら行動しご活

躍されている方が多数いらっしゃいます。国際性につ

いては、創設後の16年間に6大陸へと広がり、日本で

は1920年（大正9年）に東京RCが当時三井銀行重役で

あった米山梅吉氏等が中心となり、国際ロータリーよ

り855番目に認証を受け最初のクラブとして創設され

ました。同年10月20日に創設総会が開かれ、翌年の大

正10年4月1日に承認されました。その後、大阪、全国

各地へと広がっていきます。熊本ではご存知のとおり、
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熊本RCが最初で、次に八代RC、それから我が熊本南RC

が創設されました。 

ロータリーの基本理念に「四つのテスト」がござい

ます。1.真実かどうか、2.みんなに公平か、3.好意と

友情を深めるか、4.みんなのためになるかどうか 

これがロータリーが世界中に広がる最初の原動力に

なっているのではと思います。また、「超我の奉仕」

（Service Above Self）は、1950年ロータリーのモッ

トーとして公式に採用され、1989年規定審議会により

ロータリーの第1標語に指定されました。それから「最

も奉仕する者、最も多く報いられる」、これは当クラ

ブの寿崎 肇会員がよく引用されております。 

 ロータリーの定義は「ロータリーは、人道的な奉仕

を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守

ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確率

に寄与することを目指した事業および専門職務に携

わる指導者が、世界的に結びあった団体である」とな

っております。会員にはウィンストン・チャーチルや

マーガレット・サッチャー、ダグラス・マッカーサー、

ジョン.F.ケネディ等々、そうそうたる顔ぶれです。

また、皆さまお気付きでしょうか？ケンタッキーフラ

イドチキンのカーネル・サンダース像の胸元にRバッ

ジがございます。彼もロータリアンでした。 

女性会員につきましては、1964年規定審議会の議題

に、セイロン（現在のスリランカ）のロータリークラ

ブから提案された、ロータリークラブへ女性の入会を

認めるという制定案が掲載されるも、代議員会はこれ

を否決。1989年、米国最高裁の1987年判決から初めて

開かれた規定審議会で、ロータリークラブの会員は男

性に限られるとするRI定款の要件を削除するよう可

決。女性は世界中のロータリークラブで入会が認めら

れることとなりました。熊本南RCでも後藤年度の理事

会において、女性会員の受け入れが承認されておりま

すので、今後入会される可能性があるかと思います。 

最後に、昨年7月より会長を拝命し、折り返しが過

ぎました。7月台北大同扶輪社を訪問、10月には代表

団の会員に来熊いただき、親善ゴルフコンペを開催い

たしました。また、熊本・大分地震支援プロジェクト

で当クラブより申請しておりました「オハイエくまも

と音楽支援」が承認されましたので、社会奉仕委員会

の古財会員を中心に、会員でもある藤木御船町長と一

緒に御船町で支援活動を行う準備を進めているとこ

ろです。詳細等はまたお知らせしますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。熊本地震に際し、台

北大同扶輪社からは1,000,000円のお見舞い金を頂戴

しましたが、全額熊本城ライトアップ費用に熊本市へ

寄付したことを映像を交えご報告しました。11月には

開催が危ぶまれました「第4回熊本県水球競技大会」

が無事開催されました。後半、職場訪問・花見の会や

年祝い等の事業がまだ残っておりますので、引き続き

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

◆1/6（金）熊本市域RC新春合同例会 

   ＠ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1/10（火）新年会＠松葉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


