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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。本日は卓話を頂戴し、クラブ

フォーラム（3）を開催いたします。いよいよ 2週間後

となりました「創立 60 周年記念式典・祝賀会」の全体

最終打合せを行います。ご協力の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、藤山直秀様

が入会されました。後ほど第 1 回目の自己紹介がござ

います。 

さて、ご案内しておりますとおり、これより「臨時

総会」を開催いたします。 

ロータリークラブ細則第 5 条第節により、本日の総会

出席者数は 42名で会員総数（64名）の 3分の 1以上を

満たしておりますので、本日の総会は成立しているも

のといたします。 

６/１６  創立60周年記念式典・祝賀会

＠ホテル日航熊本  

６/１８  年祝いの会＠代継宮・松葉 

７/４   2018-19熊本第 4G会長・幹事

会＠城見櫓 

７/１２  2018-19 第 1 回熊本市域 RC

会長・幹事会＠エミナース 

７/１４   管理運営・職業奉仕セミナー 

      ＠ホルトホール大分 

第３７回例会記録（通算第 2768 回）  

平成 30（2018）年６月４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 

早川貴士様（㈱RKK メディアプランニング） 

 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

創立 60 周年記念式典・祝賀会の成功に向けて頑張りましょう！ 

議題：宇城ロータリークラブからのスポンサークラブ依

頼について 

注）スポンサークラブご依頼願い書・経緯（宇城 RC） 

弊クラブ（宇城ロータリークラブ）は 2004 年スポンサ

ークラブ無しの状態で創立いたしました。付いては貴ク

ラブの寿崎 肇様に特別代表になっていただいたおか

げで創立・承認を得られた歴史がございます。創立以来

14 年色々なことがございました。度に古参会員は松橋ロ

ータリーの歴史を伝え指導を受けてまいりました。良く

も悪くも我々、チャーターメンバーは過去のことはわか

りません。若い新入会員に過去を伝えることもありませ

ん。その時の記憶を消そうということではなく、ロータ 
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リアン減少の昨今、前を未来を見て歩み、若者に次の十

年後・二十年後を託せる指導を背中を見せやっていきた

いとそればかり思って今日までロータリー活動をやっ

てまいりました。誤解があるといけないので断っておき

ますが、松橋と分裂し創立したことが正解か不正解かと

いうことは我々にはわかりません。ただ、苦労の中に誕

生したことは想像がつきます。物故会員の栗崎会員がい

つも、熊本南 RC 様に親になっていただけるよう君たち

の時代はそれが役目だと仰っていました。また、最年長

の濱田誠一会員も寿崎代表がご健勝の間に親クラブの

お話をしたいと話されていました。そして我々も他クラ

ブの周年行事をお手伝いしたこともなく、気安く指導を

いただける親がいないことの寂しさを痛感しておりま

した。松橋クラブが無くなり松橋から宇城クラブに来ら

れた会員も老年になった今日、宇城クラブ会員全員が今

後のクラブ繁栄にはやはり親クラブの存在が必要であ

ると認識しております。古き良き伝統を継承し、大きな

背中をお手本として新しく心機一転、宇城クラブの未来

への道を造成したいと強く願っております。規定審議会

においてクラブ裁量が認められたということも一つの

要因であります。新しい時代へ新生、宇城ロータリーク

ラブの誕生にお力をどうかお貸しください。今後、会員

を増やし、立派な利他の精神をもったクラブにすること

が特別代表への恩返しでもあると思っております。決し

て、ご迷惑をお掛けするようなことは断じて無きよう精

進してまいる所存でございます。どうぞ良きお計らいの

ほどお願いいたします。 

 皆さまから賛同を得ましたので、本日の議案を承認い

たします。 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.熊本中央 RC より「創立30周年記念式典の御礼」が届

いております。  

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月11日（月）12：30～ 

[変更後] 6月11日（月）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月11日（月）18：30～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～南 RC創立60周年記念式典へ振替 

[変更前] 6月12日（火）12：30～ 

[変更後] 6月16日（土）13：45～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

 

 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 6月12日（火）12：30～ 

[変更後] 6月12日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○平成 RC～南 RC創立60周年記念式典へ振替 

[変更前] 6月13日（水）12：30～ 

[変更後] 6月16日（土）13：45～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○江南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月13日（水）18：30～ 

[場  所] 和食 仲むら本店 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 6月19日（火）12：30～ 

[変更後] 6月22日（金）18：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル「桃花源」 

○西南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月21日（木）12：30～ 

[場  所] 大慈禅寺 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月21日（木）13：00～ 

[変更後] 6月21日（木）19：00～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月25日（月）12：30～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月25日（月）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 レ・セレブリテ 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月26日（火）12：30～ 

[変更後] 6月26日（火）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月26日（火）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月28日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（金）12：30～ 
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出席報告（金井昌道君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ４２名 71.19％   ８１.３６％ 

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） 

 

新入会員自己紹介 1回目（藤山直秀君） 

 

 

 

 

 

氏名：藤山直秀（とうやま なおひで）君 

生年月日：昭和33年7月4日 

出身：熊本県 

勤務先：藤山司法書士事務所 

趣味：サッカー・ゴルフ・映画鑑賞 

推薦者：玉田光識君・田川憲生君 

 

委員会報告 

●出席委員会（金井昌道君） 

 皆さま、こんにちは。出席委員会では、ロータリー

活動の基本となる例会出席率向上の取り組みとしま

して、今年度最終例会日であります6/25（月）に『例

会出席率100％運動』を実施いたします。ご多忙中と

は存じますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。尚、やむを得ず欠席をされる場合は、メーキャ

ップもしくはサインメーキャップをお願いいたしま

す。 

 

●親睦活動委員会（吉村郁也君） 

  

 

 

 

 

 ［誕生祝］        ［結婚祝］ 

岡本直樹君   6.2         山本 円君   6.6 

玉田光識君   6.13      倉崎保広君   6.15 

齊藤直信君   6.18      原 裕一君   6.17 

久峨章義君   6.18      田中裕司君   6.20 

田中裕司君   6.20      桑原幸雄君   6.27 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○今村浩昭君・玉田光識君・森本康文君・喜讀宣友君 

杉光定則君 

新入会員 藤山直秀さんの入会を心より歓迎いたしま

す。また、RMP 早川様のご来訪を心より歓迎いたしま

す。 

○田川憲生君・馬場大介君・園田修司君・丸山浩之君 

 桑原幸雄君 

 新入会員 藤山直秀さんの入会を歓迎いたします。ロ

ータリーは楽しい会です。一緒に盛り上げていきまし

ょう！ 

○後藤 博君・坂本研一君・三角雄介君・大津英敬君 

 本日入会されました九学出身の藤山直秀会員を歓迎

いたします。九学出身の我々としてはまた仲間が増え

てうれしい限りです。ゴルフも酒もよろしくお願いい

たします。 

○井上雅文君 

 先週末、母校の関西大学校友会、九州・山口・広島対

抗の親睦ゴルフ大会が開催されました。運よく熊本支

部が優勝することができました。個人ではドラコン賞、

ニアピン賞をいただきました。大変うれしい出来事で

したのでスマイルさせていただきます。また先週木曜

日には高宮 宏会員よりご案内いただきました明治

大学主催の講演会に参加させていただき、北野大先生

の大変楽しい話を聞くことができました。ありがとう

ございました。 
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○金井昌道君 

 5/31当社硬式野球部が都市対抗出場を決めました。九

州の第一代表がホンダ熊本さん、第二代表が西部ガス

となりました。7/13 から東京ドームで都市対抗野球が

始まります。初戦突破を目指して頑張ってきます。応

援よろしくお願いいたします！ 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は「継往開来」（けいおうかいらん）です。

朱子学の創始者 朱熹の言葉であり、水戸光圀公が好

んで唱えた言葉のひとつです。先人の事業を受け継ぎ

発展させながら未来を拓く大切さを説いています。ロ

ータリアンとしてロータリー活動を通して歴史や伝

統という名の財産を引き継ぎ、未来へ繋がる明日への

扉を開いていく所存でございます。今年度も残りわず

かとなりましたが、ロータリー活動を全力で行ってま

いりますので、引き続きのご理解とご協力をお願い申

し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

●クラブフォーラム（3） 

 「創立 60周年記念式典・祝賀会について」 

（漆島典和実行委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/18 常任委員長退任挨拶 

 6/25 会長・副会長・幹事退任挨拶 

  

 

【RAC・IAC の例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：6月21日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：6月20日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

ロータリーのポリオ撲滅活動が非営利活動の最高賞

を受賞 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーによる全世界でのポリオ撲滅の取り組み

が、グローバルな市民運動「One Billion Acts of Peace

キャンペーン」によりベスト非営利活動部門の Hero 

Awards（ヒーロー賞）に選ばれました。このキャンペ

ーンは、ダライ・ラマ、デズモンド・ツツ、リゴベル

タ・メンチュウ・トゥムなど 14 人のノーベル平和賞

受賞者がメンバーとなっている PeaceJam 財団が実施

しているもので、2020 年までに 10 億の平和活動を生

み出すためにインスピレーションを与えることを目

標としています。このキャンペーンでは毎年、ノーベ

ル平和賞受賞者らが特定した 10 分野のいずれかにお

いて多大なインパクトをもたらした活動が、6 つのカ

テゴリーから選ばれます。Mercy Corps と共に「ベス

ト非営利部門」カテゴリーの最終 2候補にまで絞られ、

結果的にロータリーが同賞に輝きました。ロータリー

は、6 月にモナコで開かれる授賞式で、ほかの 5 つの

受賞団体とともに表彰されます。本賞のプレゼンター

は、1977年に北アイルランドでの平和活動によりノー

ベル平和賞を受賞したベティ・ウィリアムズさんが務

めます。  

 

 

https://billionacts.org/hero-awards-winners
https://billionacts.org/hero-awards-winners
http://www.peacejam.org/
https://billionacts.org/hero-awards-winners
https://billionacts.org/hero-awards-winners

