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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。台風 5 号の影響もございまして、3

週間ぶりの例会です。本日の卓話は会員維持増強委員長 吉永

彰一会員と新入会員卓話 林田公治会員です。後ほどよろしく

お願いいたします。 

まず、うれしいご報告からです。本日より損保ジャパン日

本興亜株式会社熊本支店長 野間和子さんが入会されました。

当クラブ初の女性会員です。後ほど自己紹介をお願いいたし

ます。 

さて、7/31（月）「臨時理事会」のご報告です。 

1.九州北部豪雨義援金について 

⇒全会員2,000円の寄付が承認されました。 

2.米山奨学会寄付について 

⇒年間5,000円×会員数の寄付が承認されました。 

（特別徴収なし/クラブ負担） 

3.新入会員歓迎会について 

⇒8/21（月）開催＠ホテル日航熊本「アソシェッド」が承認されまし

た。 

９/２ 管理運営・公共イメージ・会員

増強合同セミナー 

＠ホルトホール大分 

９/９-１０ 2017-8RYLA セミナー 

    ＠阿蘇 YMCA 

９/１６ R 財団部門・米山記念奨学

会部門合同セミナー＠小川

総合文化センター ラポート 

 

第５回例会記録（通算第 2736 回）  

平成 29（2017）年８月２１日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 8/3～8/8 短期青少年交換留学事業（イルカウォッチング in 天草）より  

4.8/3～8/8短期青少年留学事業費について 

⇒神社訪問時の玉串料10,000円が承認されました。 

（姉妹クラブ会計より） 

最後に、8/3～8/8短期青少年交換留学事業が、会員の

皆さま、またホストファミリーの皆さまのご協力により

無事終了いたしました。心より感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.台北大同扶輪社より「お礼」が届いております。 

2.宇佐 RCより「創立50周年記念誌」が届いております。 

3.例会終了後「2016-17 （前年度）臨時理事会」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。 

4.例会・前年度臨時理事会終了後「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。 
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例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 8月28日（月）18：30～ 

[変更後] 8月28日（月）12：30～ 

○西 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月29日（火）12：30～ 

[変更後] 8月28日（月）12：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月31日（木）12：30～ 

○グリーン RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月4日（月）18：30～ 

[変更後] 9月7日（木）12：30～ 

○東 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月5日（火）12：30～ 

[変更後] 9月7日（木）12：30～ 

○東南 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月6日（水）12：30～ 

[変更後] 9月7日（木）12：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 9月7日（木）19：00～ 

[変更後] 9月7日（木）未定 

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 9月13日（水）12：30～ 

[変更後] 9月17日（日）7：30～ 

[場  所] 江津湖公園 

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 9月13日（水）12：30～ 

[変更後] 9月15日（金）13：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 9月14日（木）12：30～ 

[変更後] 9月15日（金）13：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月20日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月21日（木）12：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9月27日（水）12：30～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

 

 

 

出席報告（山口 競君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６５名 ４４名 72.13％   ９０.１６％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

2016-17（前年度）臨時理事会報告（漆島典和君） 

1.2016-17年度決算報告について 

⇒承認されました。 

 

定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.東矢憲一郎会員香典返しについて 

⇒基金（特別準備金）として入金することが承認されました。 

2.台北大同扶輪社からの入金について（100,000円） 

⇒姉妹クラブ会計へ入金することが承認されました。 

3.8/28（月）ガバナー公式訪問合同例会について 

⇒ネクタイ着用が承認されました。 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（野間和子君） 

 

 

 

 

 

氏名：野間和子（のま かずこ）君 

生年月日：昭和35年7月28日 

勤務先：損保ジャパン日本興亜株式会社熊本支店 

推薦者：齊藤直信君・井上雄一朗君 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（井上雅文君/桑原幸雄君） 

   ［誕生祝］                ［結婚祝］ 

馬場大介君 8.1        杉田辰彦君 8.28 

坂本研一君 8.21 

平木俊孝君 8.24 

西川尚希君 8.27 

鬼塚貴志君 8.28 

  

 

 

 

［誕生祝］ 

先日の暑気払いには多数の方にご参加いただき、ありがとう

ございました。また、本日（8/21）「新入会員歓迎会」を、

18：30よりここホテル日航熊本 2F アソシェッドにて開催い

たします。ご参加の方はよろしくお願いいたします。 
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●雑誌委員会（向臺行雄君） 

 皆さま、こんにちは。今月のロータリーの友のご紹介をさ

せていただきます。今月は「会員増強・新クラブ結成推進月

間」となります。 

先ずは、横書きの P.3 をご覧ください。RI 会長メッセー

ジが掲載されております。ライズリー会長は会計士とご紹介

しましたが、中段に各クラブに 2つの数字をロータリー本部

に提出して欲しいとあります。その 2つは「人道的奉仕のた

めに費やした現金・現物寄贈の金額」「ロータリーの名のも

とに行った活動に費やした時間」です。目的は下段に「正確

で信頼性の高い数字を自信を持って公共イメージ活動、会員

増強のための資料に活用し、そしてパートナーに示すこと」

とあります。P.7～P.13までが月間テーマ「会員増強・新ク

ラブ結成推進」についての掲載です。まず、P.8です。大宮

西 RC での会員増強の記事が掲載しております。一人は一人

で倍増、そして新会員からの紹介で 3倍にする計画を立てた

そうです。現在 42 人から 113 人まで増えております。P.9

は八戸西 RCが 2016年 7月承認で衛星クラブから新クラブ結

成が掲載されております。P.10 には先日来訪された我が第

2720 地区の「2720JapanO.K.ロータリーE クラブが、その下

段から P.11 にかけて、相模原ニューシティ RC が、P.11 中

段からは大阪水都 RC が、P.12 には名古屋宮の杜 RC が記載

がございます。そして、P.13 には会員数とクラブ数の推移

が掲載されております。クラブ数は減少傾向で会員数は微増

傾向、女性は増加傾向となっておりますが、日本ではまだま

だ微々たるものであることが分かります。続いて、P.15～

P.19にかけて、「地元の力を生かす」とのタイトルで、ロー

タリー地域社会共同体（Rotary Community Corps：RCC）の

活動が紹介されております。当初は発展途上国のためのプロ

グラムと考えられており、大半がインドに集中し次いでフィ

リピンとアフリカで多く結成されているとのことです。P.16

はコロンビア、シチリアで豪雨の被害に対して浄化槽トイレ

等公衆衛生設備を設置されたとの記事が、P.17 フィリピ

ン・パナイ島で水道設備設定。P.18 アメリカコロラド州パ

ーカーで成人した発達障害の方々のための RCC。P.19はイン

グランドスウィンドンで聴覚障害者の方々のための RCC が

結成されたとの紹介があります。P.24～P.30 までがアトラ

ンタ国際大会に関する記事です。P.24～P.27 がロータリー

財団 100周年を祝うとのことで、ビル・ゲイツ氏も参加され

て、ゲイツ氏からポリオ撲滅のために、2017-2018年度から

3 年間、ロータリーが集めた寄付（年間 5000 万ドル上限）

に対して 2 倍の補助金を出す。つまり、ゲイツ氏からは 3

億ドルです。また、P.28と P.29、P.30にも関連記事が掲載

されておりますので、確認願います。P.31 は前回から始ま

った New Generation です。P.32 と P.33 には米山記念奨学

会の「奨学金制度」の説明記事がありますので、後ほど確認

されておいてください。 

続いて、縦書きに移ります。P.17 に我が第 2720 地区 荒

尾 RC 末安英介会員の記事が載っております。また、P.27

には大分中央 RAC が誕生したとの記事があります。P.29 に

は人吉 RC の命のキッチンカーキックオフが載っております。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  皆さま、こんにちは。今村会長からもご報告がございまし

たが、8/3～8/8短期青少年留学事業が無事終了いたしました。

会員の皆さまには特別会計にもご協力いただき、ありがとう

ございました。またホストファミリーを引き受けていただき

ました、星野誠之会員、井上雄一朗会員、西川尚希会員、漆

島典和会員ご家族には大変お世話になりました。予定してい

たイベントも、ほぼ予定通り行われ、姉妹クラブ委員会のメ

ンバーには心より感謝申し上げます。皆さま、ありがとうご

ざいました。 

 

●スマイルボックス（山下洋一郎君） 

○台北大同扶輪社 Ⅵ 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君 

森本康文君・杉光定則君 

 野間和子さんの入会を心より歓迎いたします。また、本日の

卓話者 吉永会員、林田会員の卓話をとても楽しみにしてい

ます。 

○漆島典和君・古財良一君・坂本幸樹君・北口 誠君 

 河津延雄君・大津英敬君・山下洋一郎君 

 新入会員 女性会員第1号の野間和子様を歓迎いたします。ロ

ータリーメンバー全員がドキドキしています。馬場大介さん、

短期青少年留学事業大変お疲れさまでした。 

○久峨章義君・後藤 博君・吉永彰一君・倉崎保広君 

 向臺行雄君・大津英敬君・吉村郁也君 

 野間和子様の入会を歓迎します。紅一点、熊本南RCに新風を

吹き込んでください。本日の卓話者 吉永彰一君、林田公治

君の卓話を楽しみにしています。昨日はゆっくり休みました。 

○田川憲生君・井上雅文君・西川尚希君・桑原幸雄君 

 告坂和紀君 

 野間和子さんの入会を心から歓迎いたします。これからどう

ぞよろしくお願いいたします。また、本日の林田さんの卓話

を楽しみにしています。長い間待っていました！ 

○高宮 宏君 

 60年の歴史の熊本南RCに初の女性会員の入会です。おめでと

うございます。優しい男性ばかりですのでご安心ください。 

○堀川貴史君 

 8/19（土）野田ガバナー年度のガバナー補佐、地区副幹事の

皆さまと、第2回同期会を山鹿にて開催いたしました。珠実

夫人にも参加いただき、またご家族の参加もあり、総勢31

名の会となりました。来ていただいた皆さまとご縁をいただ

いた野田さんに感謝のスマイルです。また、野間さんのご入

会を歓迎いたします。 
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○馬場大介君 

 台北大同扶輪社との交換留学事業が無事終了しました。ホス

トファミリーの皆さま、ありがとうございました。姉妹クラ

ブ委員会の皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございま

した。 

○寿崎 肇君 

 8/3から第2720地区IACと共に台湾へ参りました。大変楽しく

過ごしました。明日は熊本市内中学生約1,000人のバドミン

トン大会が県立体育館で開催されます。是非応援に行ってあ

げてください。会議がありますので早退させていただきます。 

○今村浩昭君・久峨章義君・林田公治君 

 齊藤副会長、15日は大変お世話になりました。またよろしく

お願いします。 

○漆島典和君 

 7/28北海道 旭川の NHKのカメラで、ICBMの落下する映像が

流れました。本日から米韓軍事演習が開始されました。無事

に終了することを心から祈ります。 

○杉光定則君 

 本日の前年度臨時理事会に出席できませんので、お詫びのスマ

イルです。 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

 「月間テーマ：会員維持増強について」吉永彰一君 

  

 

 

 

 

  

「新入会員卓話：会社概要及び業務のご紹介」林田公治君 

 

 

 

 

 

こんにちは、林田公治です。職業分類は、ビルメンテ

ナンス業です。ビルメンテナンス業とは、主に清掃など、

生活空間の美観や衛生環境を保つ職種となります。近代

の技術は、過去の清掃から目まぐるしい進歩を遂げてい

ます。近代の建築資材の影響もあるようです。清掃と言

うと簡単に考えがちですが、資材の種類と多種多様な汚

れに対応した処理が必要となります。もちろん、資材自

体が新品に変わるものではないので、いかに新品に近づ

けるかという難しさもあります。作業を施工する利点の

一つに清潔にしておくということは、衛生的にも、良い

ということになります。弊社の営業項目は、ビル清掃管

理、ホームクリーンサービス、清掃用具販売、室内空気

環境測定、水質検査、貯水槽清掃、害虫駆除となってお

ります。法の改正や技術の進歩に合わせて変わっていく

ので、結構大変です。その項目の中でも、主なのは、清

掃管理となります。日々行われる、日常清掃、週、月単

位で行われる定期清掃、臨時的に行われる特別清掃と分

類されます。床、ガラス、トイレが主ですが、その他、

外壁や内壁、照明器具、換気扇、キッチン、エアコン、

除草作業等、お客様の要望により、いろんな箇所があり

ます。例えば、床に関してでも、ビニール製、木材、石

材、カーペット、セラミック等さまざまです。付着した

汚れに対して、落とし方もさまざまで、それに応じた技

術と材料が必要です。ガラス清掃は、水垢等が付着しな

いように日頃のケアが必要です。定期的に洗剤を使いク

リーニングします。高所に関しては、ハイライダーやブ

ランコを使用して行います。トイレに関しても毎日のケ

アと定期清掃を行います。尿石や水垢、臭いを除去しま

す。ホームクリーンサービスとは、水まわりの清掃から

床、窓ガラス、ベランダ、扉までの清掃を行います。清

掃用具販売は、業務用洗剤から、ご家庭で使用出来るモ

ップ等の販売を行っております。洗剤や道具を変えるだ

けで、容易に用途にあった清掃が出来ます。室内空気環

境測定とは、国が定めた特定建築物と称される建物に対

して行われる検査です。浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸

化炭素、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドを検

査します。保健所の立ち入り検査に提出するものとなり

ます。水質検査とは、日頃、皆様が、飲料する水に対し

て行う検査です。一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、哨

酸態窒素、塩化物イオン、有機物、ph値、臭気、味、色、

濁り等の 11項目を調べます。その為に貯水槽清掃を行い

ます。害虫駆除は、建物に侵入してくる害虫に対して、

空中散布や乳剤を用いて行います。一通り、これが業務

内容です。さて、弊社は、昭和 35年に祖父、林田治輔が

技術を学び、立ち上げました。戦時中、軍隊の将校だっ

た祖父は、とても頑固な職人でした。祖母、林田花美と

二人三脚で会社の基盤を作りました。少しずつ信用を得

ていきました。今でも思うのが、なぜ、その時にこの業

種を選んだのかは、わかりません。聞いておけばよかっ

たと思います。そして、昭和 40年代に、20歳代前半で父、

林田勇治が社長に就任します。当時、年齢が若いせいか、

苦労をたくさんしたと聞いています。それから 40数年が

経ち、私に世代交代しました。私は、14 歳から家業のア

ルバイトを始め、20歳で正社員になり、現在まで 30 年こ

の業界にたずさわっております。 

 

【例会予定】 

9/4  会員卓話 寿崎 肇君 

9/11 外部卓話 世良喜久子様（熊本県ユニセフ協会） 

9/18 祝日のため休会 

9/25 ヒロ・デザイン専門学校 熊本南 RC賞デザイン選定 


