8/28（月）永田壮一ガバナー公式訪問 熊本第 4 グループ 3RC 合同例会より

第６回例会記録（通算第 2737 回）
平成 29（2017）年８月２８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
永田壮一様 （RI 第 2720 地区ガバナー）
山角智秀様（熊本第 4G ガバナー補佐）

［ 今 日 ］

例 会

井上弘太郎様（地区幹事）
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今日の歌
来訪者紹介
会長・幹事報告
会員卓話 寿崎 肇君

［ 今月/来月 ］

行 事

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

後藤 博様（地区副幹事）
井上雅文様（地区副幹事）
林田公治様（地区副幹事）
吉富省也様（宇城 RC）

経営資源についての例え話をさせていただきます。旧
www.kumamoto-southrc.org

くは、人、モノ、金。今は人、モノ、金に加えて、情報、
時間、空間までいう方もおられます。この資源を生かし
て経営の成果を挙げるということでしょうが、聖書マタイ
伝の中にタラントの例えという話があります。ある裕福な

代表会長報告（今村浩昭君）

商人が召使にタラント（：貨幣）を与え旅に出ます。二人

皆さま、こんにちは。本日は、RI 第 2720 地区 2017～

の召使いは、そのタラントを元手に事業を成功させて二

2018 年度ガバナー 永田壮一様をお迎えしての熊本第 4

倍に増やしました。一人はそのタラントを埋めて大事に

グループ 3 クラブ合同例会開催の運びとなりました。

保管し、減らしませんでした。しかしここで大事なのは、

熊本西 RC 大矢野種康会長、熊本西稜 RC 追立 武会

お金を守ることより生かすことでした。天からみれば各

長、そして、熊本西、熊本西稜、熊本南 RC 会員一同、永

個人には才能が与えられており、みんながその才能を

田壮一ガバナーと、ご同行いただきました山角智秀ガバナ

生かすことが人類全体の繁栄につながるというお話で

ー補佐、地区幹事 井上弘太郎様、地区副幹事 後藤 博

す。タラントが「タレント」の語源になっています。ロータ

様、井上雅文様、林田公治様のご来訪を心より歓迎いたし

リーの職業奉仕の前提の話になれば幸いです。ちなみ

ます。

に、ピーター・F・ドラッカーの『経営者の条件』の中に出

ガバナーアドレスに先立ち、3 クラブの会長を代表しまし
て、ご挨拶させていただきます。せっかくの機会ですので、

てきたお話でした。ご参考までに紹介しました。
以上、代表会長報告といたします。

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

代表幹事報告（玉田光識君）

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

1.地区事務所より「2016-2017年度 決算報告書」が届いて

[変更前] 9月26日（火）12：30～

おります。

[変更後] 9月26日（火）6：30～

2.米山梅吉記念館より「館報 Vol.30」が届いております。

[場

3.例会終了後、永田壮一ガバナーと各クラブとの集合写真

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

撮影を行います。熊本西 ⇒ 熊本西稜 ⇒ 熊本南 RC

所] 県民総合運動公園

[日

程] 9月27日（水）12：30～

[場

所] 日本料理 泉里

例会変更のお知らせ

○中央 RC～合同例会のため日程変更

○グリーン RC～合同例会のため日程変更

[変更前] 9月29日（金）12：30～

[変更前] 9月4日（月）18：30～

[変更後] 9月28日（木）12：30～

[変更後] 9月7日（木）12：30～
○東 RC～合同例会のため日程変更

ガバナーへバナーの贈呈

[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

出席報告（金井昌道君）

○05福祉 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 9月12日（火）12：30～
[変更後] 9月15日（金）13：00～
○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６５名

４８名

77.42％

９０.１６％

出席規定適用免除者

[変更前] 9月13日（水）12：30～
[変更後] 9月17日（日）7：30～
[場

名誉会員

所] 江津湖公園

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

○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～

●スマイルボックス（山下洋一郎君）

[変更後] 9月15日（金）13：00～

○大矢野種康様・本田一夫様（熊本西 RC）

[場

永田壮一ガバナーの公式訪問を歓迎申し上げます。

所] 火の国ハイツ

○追立

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更

永田壮一ガバナーのアドレスに心から感謝いたしま

[変更前] 9月14日（木）12：30～

す。また、熊本南 RC の皆さま、本日のガバナー公式

[変更後] 9月15日（金）13：00～
[場

訪問の準備はお世話になりました。

所] 火の国ハイツ

○今村浩昭君・玉田光識君

○西 RC～定款に基づき休会
[日

武様・益田博文様（熊本西稜 RC）

本日は、永田壮一ガバナーのご来訪を心より歓迎いた

程] 9月19日（火）12：30～

します。熊本西 RC 大矢野会長、熊本西稜 RC 追立会

○05福祉 RC～定款に基づき休会
程] 9月19日（火）12：30～

長、そして熊本西 RC、熊本西稜 RC 会員一同様、ガバ

○菊南 RC～定款に基づき休会

ナーとご同行いただきました、山角ガバナー補佐、地

[日

区幹事 井上様、地区副幹事 後藤様、井上様、林田様

[日

程] 9月20日（水）12：30～

のご来訪を心より歓迎いたします。

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 9月21日（木）12：30～

スマイル集計
熊本西 RC
7,000 円
熊本西稜 RC
19,000 円
熊本南 RC
44,000 円

○北 RC～定款に基づき休会
[日

程] 9月21日（木）18：30～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 9月22日（金）12：30～

合計

70,000 円

※全額ロータリー財団へ寄付
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●ガバナーアドレス
「ロータリーの歴史に学ぶ職業奉仕の原点とこれから
のロータリー」
第2720地区ガバナー 永田壮一様
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【例会予定】
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
■8/7（月）暑気払い＆惜別会＠KKRホテル

■8/21（月）新入会員歓迎会＠ホテル日航熊本
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