新入会員卓話 野間和子君の「保険の先に挑む」より 。

第６回例会記録（通算第 2777 回）
平成 30（2018）年８月２７日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来訪者紹介
ございません
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今日の歌
来訪者紹介
会長・幹事報告
臨時総会・
会員卓話 三角雄介君

［ 今月/来月 ］

www.kumamoto-southrc.org

会長報告（喜讀宣友君）

行 事

９/８-９ RYLA セミナー＠阿蘇 YMCA
９/２９ 職業奉仕研修セミナー
＠熊本県民交流館パレア
１０/６-７ 地区 RA 第 34 回年次大会
＠ホテルキャッスル
１０/６
R 財団研修セミナー＠小川総
合文化センター ラポート
１０/１２ 熊本第 4 グループ IM
＠ホテル熊本ニュースカイ

在籍されているかのような貫禄と存在感を感じていま

皆さん、こんにちは。前回の例会の卓話の時間は台

す。野間会員と言えば、言わずと知れた当クラブ 60 年

湾への短期青少年交換留学事業の報告会でしたが、親

目にして初の女性会員ですが、今更ながら、本当に最初

善大使の 5 人とも皆すばらしい発表で、完全に親を超

の女性会員が野間会員でよかったと思います。今回の台

えていると思いました。たった一週間でしたが、子供

湾もそうですが、色んな事業に自分から積極的に参加さ

たちの吸収力、成長は目を見張るものがあり、この事

れ、あえてバカを演じて盛り上げられるその姿は、流石

業の素晴らしさを再発見するとともに、しっかり引き

というほかありません。ちょっとした立ち居振る舞いの

継がなければと、改めて思いました。また台湾の皆さ

中に仕事ができるという片鱗が垣間見えますが、今日は

んの歓待ぶりには感動するほかなく、来年 4 月 18 日の

プライベートな部分も含めていろいろなお話が聞けた

35 周年記念式典には、是非多くのメンバーで駆け付け

らと思います。また、せっかく歴史が変わったこのチャ

たいと思います。先日、国際奉仕のメンバーと話し合

ンスに第二、第三の女性会員を拡大したいと思っており

いをする中でも、今回の事業に勇気をもらった感じが

ます。野間会員には、女性会員が定着するシステムの構

して、今後の新たな国際奉仕活動にやる気と希望が出

築まで掘り下げて考えていただいておりますので、是非

てきた気がしました。

ご協力をお願い致します。本日の卓話を非常に楽しみに

本日の卓話は、新入会員卓話で野間会員ということ
ですが、本当に、という感じがして、もう 10 年くらい

しております。
以上、会長報告とさせていただきます。

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

例会変更のお知らせ

出席報告（森本康文君）

○水前寺公園 RC～G 公式訪問合同例会のため場所変更
[日

程] 9 月 5 日（水）12：30～

[場

所] キャッスル

○平成 RC～G 公式訪問合同例会のため場所変更
[日

程] 9 月 5 日（水）12：30～

[場

所] キャッスル

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３７名

61.67％

８６.２１％

出席規定適用免除者
名誉会員

○りんどう RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 9 月 6 日（木）19：00～

[場

所] 未定

3名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

新入会員自己紹介 3回目（新田義正君）

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更
[変更前] 9 月 11 日（火）12：30～
[変更後] 9 月 11 日（火）6：30～
[場

所] 県民総合運動公園

○西 RC～定款に基づき休会
程] 9 月 18 日（火）12：30～

皆さま、こんにちは。新入会員の新田です。弊社㈱ト

○05福祉 RC～定款に基づき休会

ーヤハウスは、住宅及び店舗の新築・リフォーム・不動

[日

程] 9 月 18 日（火）12：30～

産業を営んでおります。今月8月31日に私が代表取締役

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

社長に就任、東矢憲一郎が取締役会長になります。現在

[日

44歳ですが、20年以上、体重・体脂肪率ともに変わらず

[日

程] 9 月 19 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

維持しています。特に運動はしていませんが、食べる物、

[日

また時間を制限しています。今後ともよろしくお願い申

程] 9 月 19 日（水）12：30～

し上げます。

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 9 月 20 日（木）13：00～

寿崎

[変更後] 9 月 17 日（祝）
[場

肇 PG 報告

所] 親子 D ボート大会

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 9 月 21 日（金）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 9 月 26 日（水）18：30～
8月22日、熊本市中学生バドミントン大会が県立体育

○平成 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 9 月 26 日（水）18：30～

館で行われました。お天気もよく、1,000人近い中学生

[場

所] 未定

が参加しました。応援のお母さん、同級生の黄色い大声

○りんどう RC～定款に基づき休会

が最初から最後まで続きました。選手がコートに一礼し

[日

て入る姿は実に立派です。この大会は36年前に始まりま

程] 9 月 27 日（木）13：00～

した。熊本南 RC 主催の第1回目です。当時の熊本南 RC
幹事報告（倉崎保広君）

会員は皆さま大変熱心で、俗にロタキチと言われ、ロー

1.熊本第4G 上原大助ガバナー補佐より「熊本第4グルー

タリーについてよく勉強し、最も詳しく、厳しく、思い

プ IM（インターシティミーティング）開催のご案内」

やりのある方々ばかりでした。地区第一のクラブと言わ

が届いております。※後ほど事務局より各位ご案内し

れたのは出席率100％であった熊本南 RC だったからかも

ます。

しれません。また、私にとって会員皆さまは先生でした。

2.熊本中央 RC より「第10回チャリティコンペ及び記念

特にガバナーであった小田一昭先生、夏の甲子園で九州

懇親会のご案内」が届いております。※後ほど事務局

に優勝旗を持ち帰られた済々黌高校の野球部監督 木村

より各位ご案内します。

茂会員、昔、北京大学長をなさった先生などで中学生バ
ドミントン大会を始められたのです。この青少年奉仕活

3.米山梅吉記念館より館報 Vol.32が届いております。

動を途中で途切れさせるのは先輩方に申し訳ないと思
い、私の方で費用はご奉仕させていただき続けています。
お忙しい会員の皆さま、1時間でも応援に行っていただ
くとこの素晴らしさをご理解いただけると思います。
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委員会報告
ございません。
●スマイルボックス（藤見泰之君）

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君
坂本幸樹君
本日の卓話者 野間和子会員に心から感謝します！！
○野口泰則君
野間和子会員の卓話が楽しみで昨夜は眠れませんで
した。楽しみにしています。
○漆島典和君
今朝 10 時、北口

誠会員の会社の第二工場の地鎮祭

を斎行いたしました。今後ますますのご多幸をお祈り
いたします。
○古財良一君・大津英敬君
先日、ドローン産業推進協議会が設立されました。2
年ほどの準備期間を経て、会長に小山薫堂氏、副会長
に西川尚希会員、顧問に吉村郁也会員を迎え、これか
らのドローンの産業利用や社会インフラの整備に寄
与し、発展させていくつもりです。我々は事務方で頑
張ってまいりますのでよろしくお願いたします。会員
募集中です！テレビ熊本様にも会員になっていただ
きました。河津社長ありがとうございます。
●会員卓話（坂本幸樹君）
「保険の先に挑む」

野間和子君
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【例会予定】

プ顧問、数々の RI 委員会の委員長、副委員長、委員

9/10 新入会員卓話 藤野俊昭君

を歴任しました。水保全への貢献によりジャイプール

9/17 祝日のため休会

の IIS 大学より名誉理学博士号を授与されたほか、観

9/24 祝日のため休会

光と社会福祉事業における功績が認められ、インド大
統領より、社会市民に贈られる賞としてはインドで 4

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「2020-21 年度ロータリー会長にスシル・グプタ氏が

番目に高い Padma Shri 賞を受賞しています。ロータ

選ばれる」

リー財団では、人道的・教育的プログラムへの支援が
評価されて特別功労賞を受賞。ヴァニタ夫人とともに、
ロータリー財団のメジャードナーおよびアーチ・クラ
ンフ・ソサエティのメンバーとなっています。
会長指名委員会委員は次の通り（敬称略）：小沢一彦
（横須賀ロータリークラブ、日本、神奈川県）、マノ
ジ D. デザイ（バローダメトロ・ロータリークラブ、
インド、グジャラート）、シャカール・メータ（カル
カッタ・マハハガル・ロータリークラブ、インド、ウ

会長指名委員会により 2020-21 年度国際ロータリー会

ェストベンガル）、ジョン G. ソーン（ノースホバー

長に選ばれたスシル・グプタ氏（デリーミッドウェス

ト・ロータリークラブ、オーストラリア、タスマニア）
、

ト・ロータリークラブ所属）

ギラー E. タマンガン（マカティウェスト・ロータリ
ークラブ、フィリピン、マカティシティ）
、朴柱寅（パ

国際ロータリー会長指名委員会は、デリーミッドウェ

ク・ジュイン）
（順天ロータリークラブ、韓国、全羅）、

スト・ロータリークラブ（インド）所属のスシル・グ
プタ氏を、2020-21 年度国際ロータリー会長に選出し

エリオ・チェリーニ（ミラノドゥオーモ・ロータリー

ました。対抗候補者がいない場合、同氏は 10 月 1 日

クラブ、イタリア）、ギデオン M. パイパー（ラマト

に会長ノミニーとして宣言されます。

ハシャロンロータリークラブ（イスラエル）、パー・

ロータリーの人道奉仕のインパクトを高め、会員基盤

ホイエン（アールップ・ロータリークラブ、デンマー

の多様化を進めることがグプタ氏の願いです。「個人

ク）
、 ポール・クニフ（ウェスプ・ロータリークラブ、

でできることには限界があります。しかし 120 万人も

オランダ）、サム・オクズエド（アクラ・ロータリー

のロータリアンが一致団結すれば、不可能なことなど

クラブ、ガーナ）、ジョゼ・ウラビシ・シルバ（レシ

なく、世界を本当に変えることができるのです」とグ

フェ・ロータリークラブ、ブラジル）、ブラッドフォ

プタ氏は声明の中で述べています。グプタ氏は、Asian

ード R. ハワード（オークランドアップタウン・ロー

Hotels (West) 社の会長 兼 代表取締役社長であり、

タリークラブ、米国カリフォルニア州）
、マイケル D.

ハイアット・リージェンシー・ムンバイおよび JW マ

マッカラ（トレントン・ロータリークラブ、米国ミシ

リオット・エアロシティ・ニューデリーのオーナーで

ガン州）、カレン K. ウェンツ（メリービル・ロータ

す。インドのホテル・レストラン協会連盟（Federation

リークラブ、米国テネシー州） 、マイケル K. マク

of Hotel and Restaurant Associations of India ）

ガバン（サウスポートランド・ケープエリザベス・ロ

の元会長、インド観光金融公社（Board of Tourism

ータリークラブ、米国メーン州）
、 ジョン C. スマー

Finance Corporation of India）の元理事であり、現

ジ（ネイプルス・ロータリークラブ、米国フロリダ州）

在はインドの観光振興を目的とする観光業界とイン
ド政府の官 民パートナーシッ プ Experience India
Society の会長、Himalayan Environment Trust の副
会長、Operation Eyesight Universal（インド）の理
事を務めています。 1977 年にロータリークラブ入会。
以来、地区ガバナー、研修リーダー、リソースグルー
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