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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さん、こんにちは。前回第 1 回目ということで点鐘の時

に加減がわからず、ずいぶん大きく叩いてしまいました。も

しかして壊れるのではないかと心配された方もおられたかも

しれません。 

今村直前会長の「三国志」に対抗するつもりはありません

が、幕末に坂本龍馬が勝海舟に、初対面の西郷隆盛の事を評

して「西郷というやつは、わからぬやつでした。釣鐘に例え

ると、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く。

もし、馬鹿なら大きな馬鹿で、利口なら大きな利口だろうと

思います。ただ、その鐘をつく撞木（しゅもく）が小さかっ

たのが残念でした。」と、西郷どんを「釣鐘」に、龍馬自身を

「撞木」に例えたそうです。そして、それを聞いた勝海舟は、

「評される人も評される人。評する人も評する人」と語った

と伝えられています。いろいろな解釈があるようですが、お
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来訪者紹介 
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7 月誕生祝いの皆さん、おめでとうございます！ 

そらく人間的な器の事を言っているのだと思います。自分なり

に訳すると、「西郷さんという人は不思議な人（懐の深い人）

でした。小さな仕事でもそれなりにこなすし、大きな頼み事に

は、大きな仕事をやってのける。紙一重の大人物です。頼みご

とをする自分の器が小さかったのが残念でした。」そう謙遜し

ている龍馬にも、勝海舟は「どっちも紙一重の大きな器の人物

だよ。」と言っているように思えます。私などは残念な器です

が、せめて鐘だけは１年間しっかり大きく叩いて大きく響かせ

ていこうと思っておりますので宜しくお願い致します。以上第

2回目の会長報告とさせていただきます。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 17 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 17 日（火）12：30～ 
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○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 18 日（水）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 7月18日（水）12：30～ 

[変更後] 7月18日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 19 日（木）13：00～ 

○西 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 7 月 24 日（火）12：30～ 

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 7 月 25 日（水）18：30～ 

[変更後] 7 月 25 日（水）19：00～ 

[場  所] 味の波止場 

○江南 RC～ガバナー公式訪問のため時間変更 

[変更前] 7 月 25 日（水）12：30～ 

[変更後] 7 月 25 日（水）18：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 7 月 25 日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

○中央 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 7 月 27 日（金）12：30～ 

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（火）12：30～ 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.宇佐八幡 RC より「創立30周年記念式典及び祝賀会のご案内」が

届いております。参加希望の方は申込書にご記入願います。

（再） 

2.例会終了後「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。 

3.本日19：00より（食事18：30～）ホテル日航熊本 5F 「阿蘇」

にて、第1回クラブ協議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.来週（7/16）例会は「祝日のため休会」です。次回は7/23

（月）となります。ご注意ください。 

 

出席報告（森本康文君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４５名 76.27％    １００.００％ 

出席規定適用免除者 3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） 

 

定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.東矢憲一郎会員の退会について⇒承認されました。 

2.新田義正様（東矢憲一郎会員後任）の入会について 

⇒承認されました。 

3.中嶋亜志火様（司法書士）の入会について 

⇒承認されました。（藤山直秀会員へ要確認） 

4.暑気払い＆新入会員歓迎会について 

⇒7/30（月）18：30～「OCEAN’S ZERO」開催が承認されました。 

5.2018-19（今年度）姉妹クラブ特別会計について 

⇒全会員（10,000円/人）が承認されました。 

6.姉妹クラブ委員会より短期青少年交換留学事業について報告 

（8/2～8/7実施。交換留学生5名。7/23例会終了後説明会開催） 

 

宇城ロータリークラブ挨拶（谷尾弘道様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。このたびは当クラブのスポンサークラ

ブ就任のご承認をいただき、誠にありがとうございました。本

日はお礼とご挨拶に参りました。今後ともご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員自己紹介 2回目（沼野修一君） 

皆さま、こんにちは。㈱熊本放送に入社後、1995年ちょうど

40歳の時に福岡支社に異動となりました。当時長男次男が小学

生で、子ども会の役員になってもらえないかとの依頼がござい

ました。3年間活動いたしましたが、長期の奉仕活動に参加し

たのは初めてでした。色々な行事がありましたが、校区内の子

どもソフトボール大会が一番大きなイベントでした。他にも留

学生を招いての料理教室、キャンプ、稲刈り体験等、よい思い

出になりました。ささやかな奉仕活動体験ではございますが、

これからの活動に活かせたらと思っています。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

［誕生祝］            ［結婚祝］ 

藤山直秀君  7.4         該当者なし 

倉崎保広君  7.11        

吉本栄一君  7.17             

星野誠之君  7.23 

金井昌道君  7.27 

野間和子君  7.28 

鎌田 剛君   7.31 
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●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

今年度の RI テーマは「インスピレーションになろう BE 

THE INSPIRATION」です。尚、今年度の第2720地区のスロー

ガンは「ロータリーは心の太陽 ロータリーを信奉し、奉仕

に行動しよう」です。さて、6頁をご覧ください。ロータリ

ーの沿革、今年度の RI テーマ、ロータリーの目的が紹介さ

れています。「ロータリーとは職業倫理を重んずる実業人、

専門職業人の集まりである」こと、「ロータリーは世界に目

を開いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、現在は

多方面にわたって多大の貢献をしていること」などが書かれ

ています。続いて7頁にバリー・ラシン RI新会長メッセージ

が掲載されています。私たちの「影響を及ぼしたい、世界を

変えたい、･･･という望み･･･がロータリー活動を支え」、「奉

仕活動を行う理由であり」、「今年度のテーマに『インスピレ

ーションになろう』を選んだ理由」であることが書かれてい

ます。そして「環境問題に取り組むことで、持続可能な奉仕

活動を行い、インスピレーションになってほしい」と呼びか

けられています。8頁から19頁にかけてバリー･ラシン新会長

のプロフィールなどが掲載され、その人となりが紹介されて

います。会計学を専攻し、保健・病院経営の MBA を取得し、

医師である父親の病院を買い取り、さらに「ドクターズホス

ピタル」と命名した病院を設立し、2016年まで病院長を務め

ていたことが書かれています。21頁には今年度の RI テーマ

「インスピレーションになろう」があらためて紹介されてい

ます。この頁の最後の方ですが、「一番大切なのは、前向き

な変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、

そして創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、

地域社会、そして組織全体から引き出すための『インスピレ

ーション』となる必要がある」こと、「ロータリーは可能性

を指し示し、そこに到達する意欲を引き出し、行動を通じて

世界の『インスピレーションになる』ための道を拓いてくれ

る」ことが訴えられています。順番が前後しますが横書の3

頁をご覧ください。今年度新任のロータリーの友委員会委員

長・代表理事の片山会員のメッセージが掲載されています。

「『友』に心を あなたの心を 『友』を心に あなたの心に」

と題されています。ロータリーの友が1953年に自発的に創刊

されたこと、RI 会長総合優秀賞を授与されたこともある模

範的な地域雑誌であり、発行部数も「The Rotarian」の50

万部に次ぐ月間発行部数を堅持していることなどが述べら

れています。また、「ご好読、ご愛読を賜りたい」旨、要望

されています。22頁からは「ガバナーの横顔」と題し、今年

度の各地区の新ガバナーが紹介されています。第2720地区の

髙山泰四郎（たかやま たいしろう）ガバナーは38頁に掲載

されています。温厚篤実な紳士にして「四つのテスト」のす

べてを日々実践されておられると紹介されています。42頁、

43頁には今年度の RI 理事のメッセージが掲載されています。

今月は年度変わりにて、新 RI 会長、新理事の記事が掲載さ

れていますのでお持ち帰りのうえ内容をよくご覧ください。 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○谷尾弘道様・吉富省也様・溝見友一様・土谷壮司様 

（宇城 RC） Ⅴ 

本日はお邪魔させていただき誠にありがとうございます。これか

らよろしくお願いいたします。 

○喜讀宣友君・田川憲生君・倉崎保広君・大津英敬君 

坂本研一君・丸山浩之君・西川尚希君 

 本日ご来訪の宇城 RC 谷尾様、吉富様、溝見様、土谷様を歓

迎いたします。スポンサークラブの名に恥じないよう頑張り

ます。 

○堀川貴史君・今村浩昭君・玉田光識君・園田修司君 

 藤見泰之君 

 宇城 RC 様とのスポンサークラブ締結が無事にでき、また本

日は皆さまにご来訪いただきまして誠にありがとうござい

ます。感謝のスマイルです。 

○寿崎 肇君 

 私のロータリー人生で最も思い出深い宇城 RC の方々、よう

こそいらっしゃいました。新年度になり、前年度 今村会長

はじめ役員委員長の皆さまご尽力賜りありがとうございま

した。子クラブとなりました宇城 RC の発展のためよろしく

お願い申し上げます。 

○井上雅文君  

 先週 7/5 熊本南 RAC 2018-19 年度 村上会長年度第 1 回目の

例会にて新入会員のご紹介をいただきました。久峨会員の事

務所より田中さんという女性です。同じ久峨会員の事務所の

熊本南 RAC OB の大河さんが付き添ってくださり初めての例

会にも関わらずスムーズに入会いただけたことを大変うれ

しく思います。新入会員 田中さんの益々の成長と、RAC の

目的である親睦と奉仕の両輪を実践いただけますことを心

より願いましてスマイルいたします。 

○倉崎保広君 

 先週は第 1 回目の大事な例会を欠席しまして大変申し訳ご

ざいませんでした。今日から頑張ります！1年間よろしくお

願いいたします。 

 

●就任挨拶 

○幹事（倉崎保広君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。2018～2019年度 熊本南ロータリー

クラブの幹事を仰せつかりました倉㟢保広です。私は平成17

年に後藤会員と、現在は退会されました際田会員にご推薦い

ただき、歴史と伝統ある熊本南ロータリークラブへ入会させ

て頂きました。ロータリー歴は14年になります。入会した当

時には、私に幹事の職が回って来るとはまさか思いもしませ
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んでした。喜讀会長より、幹事要請の依頼があった時は、事

の重大さに驚き即答は出来ませんでしたが、最終的には喜讀

会長の気持ちに押され引き受けました。改めて幹事の仕事を

確認すべく、ロータリークラブの定款・細則等を読み直しま

すと、幹事の任務の重要性、仕事量の多さにはビックリ、不

安になりました。私一人では何も出来ませんが、会員皆さま

の力をお借りして、一年間喜讀会長を補佐していけたらと思

います。今期RI会長バリー・ラシン氏は、｢インスピレーシ

ョンになろう｣をテーマに掲げられています。また、第2720

地区ガバナー高山氏は、地区スローガンを～ロータリーは心

の太陽～「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう｣と素晴

らしいテーマを掲げられています。これらのテーマ・スロー

ガンを理解し念頭に置きながら、私達熊本南ロータリークラ

ブの喜讀会長年度の会長方針｢SCRAP&BUILD+～前へ～、｣継続

するもの・取りやめるもの、形を変えて継続するもの。熊本

南ロータリークラブ全員でよく考え、理解して一年間頑張っ

て行きたいと思います。その中には、重点目標が5点ほどあ

ります。特に前半は会員増強に力を入れて行きますので、会

員皆さまの素晴らしい人脈とネットワークで会員のご推薦

をお願いします。最後になりますが、第1回目の重要な例会

から欠席して申し訳ありません。私供の仕事先で、大変重要

な取引先のお付き合いで、北海道に行っておりました。私の

一存で日程を変更する事ができず、残念ながら欠席いたしま

した。次回から頑張って行きますので一年間よろしくお願い

します。 

 

○クラブ広報委員会（園田修司君） 

 

 

 

 

 

この度クラブ広報委員長を拝命いたしました園田修司で

す。副委員長に雑賀会員、委員に森本会員と岡本会員という

メンバーで今期活動させていただきます。今年一年、喜讀会

長を精一杯バックアップしていきたいと思っております。ま

ず、広報委員会はロータリークラブや、熊本南RCについて対

外的、対内的にアピールしていくことが主たる目的になりま

す。具体的な目標及び活動方針は次の4つになります。 

①クラブの活動を外部に向けてアピールする 

クラブの活動を外部に向けてアピールするについてですが、

基本的にはロータリーの活動自体がアピールに繋がること

になるのですが、インターネットでのアピールや、ロータリ

ーの友への寄稿支援を行っていきたいと思っております。 

②ガバナー活動の支援 

ガバナー活動の支援についてですが、具体的にはガバナー月

信の内容をわかりやすく毎月発表させていただきたいと思

います。 

③紙媒体以外の活用の浸透化、広域化 

紙媒体以外の活用の浸透化、広域化についてですが、現在ロ

ータリークラブ内では、ソーシャルネットワークによる情報

共有も一部の会員で行っている状況です。紙媒体を無くして

電子媒体へという考え方ではなく、あくまでも一つの追加ツ

ールとして考えて行きたいと思っております。 

④マイロータリーへのアカウント登録の促進 

マイロータリーへのアカウント登録の促進についてですが、

これはガバナーの目標にも入っている事項です。登録は簡単

なのですが、一部分かりにくいところがあり登録の足かせに

なっている状況です。一人でも多くの登録が出来るよう支援

をしていきたいと思っております。 

今年一年がんばっていきます。ご指導ご支援よろしくお願い

いたします。 

 

○会員維持増強委員会（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

5月に行われた会員維持増強のセミナー資料によると、会

員増強の理由は、①退会者が出てしまうことに対する備え、

②クラブの活性化、③奉仕活動のより一層の充実、④ロータ

リー財団、米山への寄付、そして、⑤個人負担の軽減、とい

うことの話があったようですが、会員の方それぞれがいろん

な理由でロータリークラブに入会して、やめずにい続けてい

るということは、ロータリークラブに何かのメリットという

か魅力を感じ続けているからだと思います。それを今いる

方々と共有して、さらにこれから入ってこられる方と分かち

合うことが一番の会員維持増強だと思っています。実務面で

はロータリー情報委員会と連携して新入会員さんをフォロ

ーしますし、また親睦活動委員会の各種行事や諸々の奉仕活

動を通して魅力が伝わればよいのかと思っています。そして

新入会員を推薦して下さる方々にお願いしたいのは、まずは

ご自身が熊本南 RC にふさわしいと思う方を推薦して頂きた

いし、しばらくは責任を持って色々な行事に誘って頂いて熊

本南 RC に入会したことを喜びと感じて頂けるように活動し

て頂ければと思っています。よろしくお願いします。 

 

【例会予定】 

  7/30  定款に基づき休会 

   8/6  会員卓話 藤見泰之君 

  8/13  定款に基づき休会 

8/20  短期青少年交換留学事業報告会 

  8/27  新入会員卓話 野間和子君 

 

※クラブ管理運営委員長・奉仕プロジェクト委員長・R財団委員長就

任挨拶は紙面の都合上、次週号に掲載いたします。ご了承ください。 


