第４０回例会記録（通算第 2730 回）
平成 29（2017）年６月１９日
今年度 常任委員長の皆さま、１年間お疲れさまでした！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
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3.会長･幹事報告
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4.会長・副会長・幹事退任挨拶

来訪者紹介

広報・青少年奉仕部門合同セミナ
ー＠アスパル富合
年次大会＠東九州龍谷高等学校

ございません

会長報告（漆島典和君）

ような悲しみがあろうとも人は前を向いて生きなければなり

皆さま、こんにちは。本日は今年度 前田眞実ガバナーの
最後のガバナー月信よりご紹介いたします。

ません。この一年間、ガバナーをさせていただき大変貴重な
体験でした。ロータリーの素晴らしさ、奥深さを改めて学ぶ

早いもので最後のガバナー月信となりました。あっとい

ことができました。ロータリーは奉仕を目的の中心において

う間の一年間で時の経つ早さを実感しています。物事の成

活動していますが、人としての学びが最も魅力あるものと思

就は段取りが80％と信じ、準備万端で順調に推移していま

います。ロータリーの活動を通して何を得るか人それぞれで

した。しかし、忘れもしません。地区研修・協議会の4日

すが、今後も何かを得る努力と姿勢は持ち続けようと思いま

と6日後に熊本・大分地震が発生しました。ガバナーエレ

す。

クトの時です。当時ガバナーである野田さんの会社も被災
されていたため、比較的影響の少なかった大分のパストガ

例会変更のお知らせ

バナーが集まり、支援方法を議論しました。その際、誰が

○城東 RC～定款に基づき休会

リーダーシップを取るべきか？周りの状況を考えたとき

[日

に地震支援に対しての取り組みも自身の責務と覚悟し、4

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

月19日より支援に向けて始動しました。被災支援の中、就

[日

程] 6月26日（月）18：30～

任前のセミナーの大幅な変更や、4月に開催された規定審

[場

所] 日航熊本

議会ではロータリーの歴史に残る採択案が可決され、その

○東 RC～親睦会のため時間変更

中身の理解と伝達にも苦慮しました。そして、少しずつ地

[変更前] 6月27日（火）12：30～

震被災から回復に向かっている中、7月に野田直前ガバナ

[変更後] 6月27日（火）19：00～

ー、10月に杉谷パストガバナー、11月に本田パストガバナ

○05福祉 RC～定款に基づき休会

ーの急逝はとても残念で言葉になりません。しかし、どの

[日
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程] 6月26日（月）12：30～

程] 6月27日（火）12：30～
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○江南 RC～定款に基づき休会
[日

新入会員自己紹介 2回目（斉藤

淳君）

程] 6月28日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月28日（水）18：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月29日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。私は1994年、当時の日興証券㈱に入社

程] 6月29日（木）13：00～

いたしました。その後何度か資本が変わった関係で、日興コー

○中央 RC～定款に基づき休会

ディアル証券、現在の SMBC 日興証券と社名が変わっておりま

[日

す。入社当時、しばらくは支店の営業、その後事業法人部で上

程] 6月30日（金）12：30～

○りんどう RC～昼例会に時間変更

場会社の引受けや M&A 等の業務を行っていました。今回久しぶ

[変更前] 7月6日（木）19：00～

りに支店配属となり、4月より熊本支店のほうに勤務しており

[変更後] 7月6日（木）13：00～

ます。株をされている方も多いと思いますが、何かございまし

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更

たらお気軽にお声掛けください。今後ともよろしくお願いいた

[変更前] 7月20日（木）13：00～

します。

[変更後] 7月16日（日）未定
[場

所] エミナスプール

新入会員自己紹介 2回目（平木俊孝君）

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7月26日（水）18：30～

[場

所] 未定

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 7月27日（木）13：00～
[変更後] 7月25日（火）19：00～
[場

皆さま、こんにちは。㈱AD858の平木です。先週社名につい

所] 地域総研

てのご質問がございました。社名に数字が使われていることが
珍しいためと思いますが、
「858」を足していただきますと「21」

幹事報告（坂本研一君）

になります。当社の母体が21世紀グループで、そこからの由来

1.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位はご

でこの社名になりました。事業内容は広告代理を行っておりま

参加をよろしくお願いいたします。

す。社長が別事業の関係で韓国へ度々出張しておりますので、

2.例会・臨時理事会終了後、熊日倶楽部にて「歴代会長会」を

今後は海外事業も含め、色々頑張っていきたいと思います。今

開催いたします。関係各位はご参加をよろしくお願いいたし

後ともよろしくお願い申し上げます。

ます。
退会挨拶（木村仁治君）
臨時理事会報告（漆島典和君）
1.真野和生様の入会について
⇒承認されました。
2.田代文明会員の退会について
⇒6/30付退会が承認されました。
ご栄転に伴い、6月末日をもって退会されます木村仁治会員よ
り、退会のご挨拶がございました。木村会員の今後益々のご活

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

４５名

75.00％

８５.９６％

躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
●スマイルボックス（告坂和紀君）
○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

古財良一君・北口

誠君

本日の卓話は常任委員長退任挨拶となっております。この1

０名（会員数には含まれません）

年間本当にありがとうございました。昨日はお世話になった
喜びで夜も眠れませんでした。
委員会報告
ございません。
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○園田修司君

い致します。最後までお詫びとお願いばかりになってしまい

先ほど木村仁治会員から今日が最後の熊本南RC例会参加と

ましたが、次年度、今村会長年度の委員長さんには、直近の

聞き、夜も眠れない日々が続くのではないかと心配です。一

目標である80名目指して頑張っていただきたいと思います。

番の心残りは、木村仁治会員おすすめの女の子がいる店に行

1年間ご迷惑をお掛けしましたが、ありがとうございました。

けなかったことです。東京での益々のご活躍を祈念しスマイ
ルいたします。

○クラブ広報委員長（井上雅文君）

○木村仁治君
7/1より東京に転勤となりました。3年弱でしたが、楽しい熊
本生活となりました。ありがとうございました。この御恩は
忘れません。東京にお越しの際はご連絡ください。
○森本康文君
先月行われた子どもの運動会で、次男が応援団長を努めまし

皆さま、こんにちは。広報委員会の井上雅文です。残すと

た。運がいいことにRKK「ウェルカム」という番組の取材が

ころあと2週間足らずということで、クラブ広報委員会と担

あり、応援合戦も放送していただいたのですが録画ができて

当の雑誌委員会の本年度の振り返り報告をさせていただき

おらず、杉光会員に色々とお世話になりました。最後の運動

ます。広報委員会に関しましては、主に例会時やその他の事

会でしたが、よい思い出となりました。

業での写真撮影を行い、週報への投稿やフェイスブックへの

○喜讀宣友君

投稿を行って参りました。特に副委員長の桑原会員には、撮

久しぶりに杉田さんのお元気そうなお顔を拝見できました。

影や週報用記録の記述等、頑張っていただきました。週報に

今年卒寿ということですが、益々お元気で、今後ともご指導

関しましては、事務局の東さんに作成を行なっていただき、

よろしくお願いいたします。

毎週遅滞なく発行することができました。音声データに関し

○久峨章義君

ましては、毎週、古財会員よりフェイスブックに投稿してい

仕事の都合で早退いたします。常任委員長の皆さまお疲れさ

ただきました。また、その他事業におきましても、多くのメ

までした。退任挨拶をお聞きせずに帰ります。申し訳ありま

ンバーの方々が熊本南RCのフェイスブックに自発的に写真

せん。

や文章を掲載してくださり大変ありがたかったです。どうし

○馬場大介君

ても参加が叶わなかったメンバーの方々にも少しでも様子

早退します。お詫びのスマイルです。

が伝わったのではないかと思っています。また、ロータリー
の友への寄稿に関しましては、遅ればせながら、RI第2720

●常任委員長退任挨拶

地区の事業であり、実行部隊として熊本南RCで活動いたしま

○会員維持増強委員長（喜讀宣友君）

した『地震復興元気隊オハイエの仲間たち・出前コンサート』
の投稿を行っているところです。雑誌委員会に関しましては、
先週のロータリーの友の記事紹介の際に永井委員長より熱
く思いを語ってくださいましたように、ロータリーの友への
投稿を増やしていくこと、なんとなく東北の記事が目立って、
九州からの投稿が少ないように私も感じました。反省点でご

本当にあっという間の1年間でした。何もできず、漆島会

ざいます。毎月一度のロータリーの友の記事紹介に関しまし

長はじめメンバーの皆さまにはお詫びする以外ありません。

ては、端的に要所をまとめられ、よくメンバーの皆さまに伝

入会以来10年間は与えられた役を自分なりにやってきたつ

わっていたのではないかと思います。また、発表メンバーの

もりでしたが、この1年、特に熊本地震発災以後は、業界の

担当月を決められて上手く運営がなされていたかと思いま

仕事に追われ、まったくと言っていいほどロータリー活動は

す。共通の課題といたしましては、クラブの活性化の為にも、

できませんでした。地震後に、田川パスト会長と話したのは

やはりロータリーの友への多数の投稿とインフォーマルミ

「今年だったらお互いできなかったね。」というものでした。

ーティング等を活用し、委員会メンバー同士が共通の認識や

本当であれば、1年間の中で故野田ガバナーがよく言われて

課題を共有し、運営を行っていくことが必要だと感じました。

いた 仕事、家庭、ロータリー

活動をバランスよくできた

また、フェイスブックやラインといった便利な媒介ツールを

ら良かったのですが、うまく配分できず自分の能力の無さを

今まで以上に積極的に取り入れていくことも委員会の活性

痛感しました。後1年このような状況が続きまだまだご迷惑

化に繋がるものと思いました。次年度の広報委員委員長は大

をお掛けするかと思いますが、そこは長いスパンで考えて頂

津会員、雑誌委員長は向臺会員となります。しっかりと引継

き、次々年度会長となる年度にお詫びとお礼を込めてお返し

ぎを行いたいと思います。以上、広報委員会と雑誌委員会の

できればと思っておりますので、その節はご協力宜しくお願

報告とさせていただきます。一年間ありがとうございました。
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○クラブ管理運営委員長（玉田光識君）

いたしました。青少年奉仕委員会では水球大会を開催されま
した。地震の影響で予定していた会場が使用できず、11月に
済々黌高校の屋外プールでの開催となり心配な部分もござ
いましたが、丸山浩之委員長はじめ、会員の皆さまのご協力
で何事もなく終了いたしました。ありがとうございました。
RAC委員会は今週末の6/24～25に熊本南RACがホストとなり

今年度クラブ管理運営委員長の玉田でございます。クラブ

地区RA研修会が開催されます。北口

誠委員長、お世話にな

管理運営委員長は次期幹事であることの認識のもと任務し

ります。また、IAC委員会では7月に国府高校IACがホストと

なければならないにもかかわらず、十分な任務が出来なかっ

なり、年次大会が開催されました。藤見泰之委員長お疲れさ

たことを反省しております。しかし、管理運営部門の各委員

までした。国際奉仕委員会 三角雄介委員長には、世界社会

長は素晴らしくしっかりとした委員会をまとめられました。

奉仕委員会のタイ・プロジェクトと、姉妹クラブ委員会の短

心より感謝申し上げます。まず、出席委員会の木村仁治委員

期青少年交換留学事業送り出しという大きな事業を行って

長は常に出席率向上に向けて「出席率 100％」を例会時に発

いただきました。タイ・プロジェクトは今年10年目を迎え、

信され 5 月には 100％を達成できました。ご尽力ありがとう

一区切りとなりました。野口泰則委員長、大変お疲れさまで

ございました。次にプログラム委員会の古財委員長は年間行

した。姉妹クラブ委員長 馬場大介委員長には、短期青少年

事に合わせた卓話、面識の広さから多彩な外部卓話者を呼ん

交換留学事業送り出しの他、親睦ゴルフも開催していただき

で頂きありがとうございました。スマイル委員会の西川委員

ました。色々ご苦労されたことと思います。ありがとうござ

長・告坂副委員長は随所にユーモアを交えての発表して頂き

いました。次年度も引き続きよろしくお願いいたします。1

ました。次期委員長もスマイル会計の趣旨をご理解頂き、各

年間大変お世話になりました。

会員からの積極的に参加できるような雰囲気作りをして頂
ければと思います。親睦活動委員会の坂本幸樹委員長は、ロ

○ロータリー財団委員長（原

裕一君）

ータリークラブの中で忙しい委員会をよくこなして頂いた
と思います。次年度の委員長は 2 人体制で大いに活躍してほ
しいと思います。会計の星野委員長は堅実、確実な監査をし
て頂きました。会計は言うまでもなくどの組織においても重
要です。適正な会計処理を監査するということは会計担当者、
会員すべてを誤りや不正などから守ることからも重要だと

ロータリー財団委員長の原でございます。前年度に引き続

思います。会員に対し常に会計を開示し、会員全員が情報を

き委員長をさせていただいております。地区補助金やグロー

共有化すべきと思います。今後も会計の重要性を訴えていき

バル補助金等の研修会にも参加しておりますが、分かりづら

たいと思います。SAA の高宮委員長は永年のロータリアン活

く、当クラブの活動に活かせていないのが現状です。元国際

動から歴史と伝統がある我が熊本南ロータリークラブの会

ロータリー理事の千玄室さんが、国際ロータリー（RI）にと

場監督、来訪者の出迎え等々にご尽力頂きました。ありがと

って最も重要な役割を果たすのはロータリー財団である、な

うございました。最後に皆様 1 年間ありがとうございました。

ぜならば財団なくしてRIが世界的役割を演じ続けることは

来期私は幹事として会長を支え皆さまの充実したロータリ

不可能だったのではないか、と書かれていました。また手続

ークラブ活動が出来るよう努力する所存です。

要覧の中では、地区ロータリー財団委員長はパストガバナー
であるべきだと書かれており、この委員長の重みを感じてい

○奉仕プロジェクト委員長（今村浩昭君）

ます。次年度も引き続きロータリー財団委員長を仰せつかっ
ております。地区補助金、グローバル補助金ともにハードル
はだいぶ下がって来ておりますので、各奉仕委員会の事業に
は是非申請をしていただき、活動に活かせたらと思います。
1年間ありがとうございました。

今年度 奉仕プロジェクト委員会としましては、まずご栄

【例会予定】

転で3月に退会されました職業奉仕委員会 水野東洋委員長

7/3 会長・副会長・幹事就任挨拶

にお世話いただき、職場訪問で日本銀行を訪問いたしました。

7/10 常任委員長就任挨拶

社会奉仕委員会は、山本

7/17 祝日のため休会

円委員長と古財良一副委員長を中

心に「オハイエくまもと」の音楽祭支援を行いました。障害

7/24 調整中

を持つ子どもたちが生き生きと活動されていたことに感動

7/31 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
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