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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。本日は卓話の時間を頂戴し「戦

略委員会・60 周年実行委員会クラブフォーラム（1）」

を開催いたします。60 周年記念式典及びクラブの中長

期の目標について、皆さまから忌憚のないご意見をい

ただきたいと思います。後ほどよろしくお願いいたし

ます。 

まず、先週2/19（月）開催されました「定例理事会」

のご報告です。 

1.岡本直樹様の入会について⇒承認されました。 

2.花見の会開催について⇒4/2（月）18：30～KKR ホテ

ル「ロータスガーデン」会費10,000円が承認されま

した。 

3.台湾 花蓮地震災害義援金について 

⇒500,000円が承認されました。（全会員へ寄付ご案内/

義援金は4月訪問の際に手渡し予定） 

３/１０-１１ 2018-19 年度 会長エレクト

セミナー＠ホルトホール 

３/１６-１７ 第 2720 地区 2017-18 年度 

地区大会＠熊本市民会館 

３/３１  熊本城東 RC創立 30 周年記

念式典＠ホテルキャッスル 

 

 

 

 

第２６回例会記録（通算第 2757 回）  

平成 30（2018）年２月２６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 

野口宣夫様（福岡城西 RC） 

 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

塚本  侃会員  旭日中綬章受賞、誠におめでとうございます！ 

4.R情報委員会「第2回 R情報勉強会」開催について 

⇒3/12（月）18：30～（場所未定）が承認されました。 

さて本日は、「減点主義・加点主義」についてお話し

たいと思います。日本の学校教育は減点主義です。100

点（満点）をとって当たり前、それ以上は評価されず、

ひたすら減点されるのみです。自分の尺度（期待値）に

照らして、相手の粗探しばかりをやります。一方加点主

義は先入観を持たず、0点（ゼロ）を起点にひたすら加

点していきます。もっとも多くの人が「人材育成の達人」

に挙げる吉田松陰は、松下村塾門下生一人一人に対する

個別対応を重視し、彼らの強みや長所を見つけることに

長けていたそうです。彼が松下村塾で教えたのはわずか

2年あまりですが、幕末から明治維新を導いた久坂玄瑞、

高杉晋作、伊藤博文、山県有朋、入江九一などの重要人

物が多数育っています。 
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幹事報告（玉田光識君） 

1.姫路南 RC より「創立60周年記念式典・講演・祝宴参加の

お礼」が届いております。 

2.熊本中央 RC より「創立30周年記念式典・祝賀会」のご案

内が届いております。参加希望の方は申込書にご記入を

お願いいたします。 

3.多良木 RC より「創立50周年記念式典・祝賀会」のご案内

が届いております。参加希望の方は申込書にご記入をお

願いいたします。 

4.本日の「塚本 侃会員 旭日中綬章受賞祝賀会」は、18：

30～7F「ガーデンバンケット」開催です。ご参加の方はよ

ろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 3月13日（火）12：30～ 

[変更後] 3月16日（金）～17日（土） 

[場  所] 熊本市民会館 

○水前寺公園 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 3月14日（水）12：30～ 

[変更後] 3月16日（金）～17日（土） 

[場  所] 熊本市民会館 

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 3月14日（水）12：30～ 

[変更後] 3月16日（金）～17日（土） 

[場  所] 熊本市民会館 

○江南 RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 3月14日（水）18：30～ 

[変更後] 3月14日（水）12：30～ 

○中央 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 3月16日（水）12：30～ 

[変更後] 3月16日（金）～17日（土） 

[場  所] 熊本市民会館 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月19日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月20日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月20日（火）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月21日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月21日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月21日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月21日（水）18：30～ 

 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月22日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月22日（木）12：30～ 

○江南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月28日（水）12：30～ 

[変更後] 3月28日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3月26日（月）18：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月27日（火）12：30～ 

[変更後] 3月27日（火）18：30～ 

[場  所] ロシア料理 ボルガ 

○江南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月28日（水）12：30～ 

[変更後] 3月28日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3月28日（水）12：30～ 

[変更後] 3月22日（木）18：30～ 

[場  所] 未定 

○平成 RC～城東 RC創立30周年記念式典へ振替のため日

程場所変更 

[変更前] 3月28日（水）18：30～ 

[変更後] 3月31日（土）15：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月28日（水）18：30～ 

[変更後] 3月28日（水）12：00～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（木）12：30～ 

○りんどうRC～城東RC創立30周年記念式典へ振替のため

日程場所変更 

[変更前] 3月29日（木）13：00～ 

[変更後] 3月31日（土）15：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

 

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 

６３名 ３７名 62.71％   ７９.３１％ 

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） 
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委員会報告 

●RAC 委員会（井上雅文君） 

  

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。RAC 委員会より熊本南ロータ

ーアクトクラブ例会のご案内です。3 月は 15日（木）、

29（木）の 2 回開催されます。両日ともに西部ガス様

に場所を提供いただき、20時から行います。ローター

アクト会員にとって、ロータリー会員との交流が進む

ことにより、やる気や気づきが出てくると思いますの

で、是非ご参加いただけますと幸いです。ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

●SAA 委員会（野口泰則君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお願いです。

最近例会を直前にキャンセルされる方が多いようで

す。月末のお忙しい時期とは思いますが、食事のロス

を減らすためにも、欠席される場合はなるべく事前に

事務局までお知らせいただけますと幸いです。ご理解

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・告坂和紀君 

森本康文君・杉光定則君 

 福岡城西 RC 野口宣夫様のご来訪を歓迎いたします。

2/17（土）姫路南 RC 創立60周年記念式典に参加され

た皆さま、2/24（土）八代 RC 創立60周年記念式典に

参加された皆さま、大変お疲れさまでした。また本日

は塚本 侃会員の旭日中綬章受賞祝賀会がございま

す。塚本 侃会員、改めておめでとうございます。 

○齊藤直信君  Ⅹ 

 2/10（土）中山でアテンコールが勝利しました！今後

の活躍を期待してスマイルします。 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は古琴の友です。故事からの言葉で、友の

奏でる音色を聞けばその友の心境を察知することが

できる間柄、自分のことをよく理解してくれる友人の

ことを言います。私もまだまだ未熟ですが、これから

も精進してまいりたいと思います。 

 

●戦略委員会・60 周年実行委員会クラブフォーラム（1） 

  

 

 

  

 

 

○60周年実行委員会（漆島典和君・坂本幸樹君） 

3/1（木）よりキャラバンをスタートいたします。ご

参加の皆さまには日程表を送付いたしますので、ご確

認のほどよろしくお願いいたします。また、追加で参

加いただける方もまだまだ募集しておりますので、ご

協力いただける方はお知らせください。 

 

○戦略委員会（後藤 博君） 

10 ヶ年ビジョン、会員増強や今後のクラブのあり方 

・会員増強（70 名）を近々にできれば。70 周年までに

100名を目標としたい。 

・毎回の出席率発表時に会員目標数も発表しては？ 

・姉妹クラブの台北大同扶輪社とタイアップして事業を

行ったらどうか？日本の留学生が減少している、プチ

留学はどうか？ 

・70～80名程度でよいのでは？縦横の繋がりが一番よい。 

・女性会員が増えるとよい。 

・会員数についてはクラブの財政基盤がどれくらいある

のか、全会員が把握した上での議論では？ここ数年 60

～65名を推移しているが、現状クラブ運営に問題がな

い。 

・魅力的なクラブ作りが重要。例会を楽しくすることが

大事なのでは？また、例会開始前の時間を有効に活用

できれば。（会員同士の交流） 

・卓話の中身を見直す。（会員卓話を増やす） 

・会員増強よりもまず出席率を向上したい。100％を目

指したい。（サインメーキャップをもっと活用） 

・新入会員の勉強会が増えるとよいのでは？（内容把握

がよくできていない） 

・会員増強は吸収合併も一つの策なのでは？ 

・現在の会員数をキープするのが第一の目標。中長期的

には 80 名ほどが目標。ただし、この数字にするには

何か対策が必要なのでは？他クラブとの違いを明確

にする。（魅力やメリットのあるクラブ作り） 

・会員増強の前にどのような奉仕活動を行っていくのか

話し合ってからがよいのでは？ 

・会員であるメリットが認識される今回のようなコミュ

ニケーションの場がもっと増えるとよい。 
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【例会予定】 

3/12 寿崎奨学生卓話 

3/19 定款に基づき休会 

3/26 外部卓話 両角光男様 

（熊本大学工学部顧問 名誉教授） 

 

◆2/22（木）熊本南ローターアクトクラブ例会 

メインプログラムは、ローターアクトの歌を覚える例

会でした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2/24（土）八代 RC創立 60 周年記念式典 

＠セレクトロイヤル八代 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2/26（月）塚本 侃会員旭日中綬章受賞祝賀会 

＠ホテル日航熊本 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


