10 月 15 日（月）髙山泰四郎ガバナー公式訪問合同例会＠ホテル日航熊本

第１０回例会記録（通算第 2781 回）
平成 30（2018）年１０月１５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
髙山泰四郎様（RI 第 2720 地区 ガバナー）
髙山

操様（令夫人）

［今 日］

例 会

髙山栄一郎様（地区副幹事）
上原大助様（熊本第 4G ガバナー補佐）
長田浩志様（熊本第 4G ガバナー補佐幹事）

1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 観月会例会＆
新入会員歓迎会

［ 今月/来月 ］

行 事

１０/２７ 社会奉仕・国際奉仕セミナー
＠県民交流館パレア
１１/１６-１７ 2018-19 地区大会
＠ホルトホール大分
１１/１９ 本音で語り合う企業経営の勉
強会＠県民交流館パレア
１１/３０ 第 2 回市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルキャッスル

www.kumamoto-southrc.org

本年度 RI 会長バリー・ラシン氏が提唱されているテ
ーマは、上に掲げてあります「インスピレーションにな
ろう」（BE THE INSPIRATION）というやや抽象的なもの

代表会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。本日は、国際ロータリー第 2720

です。おそらく我々ロータリアンは「心に火をつける人」

地区ガバナー公式訪問 熊本西稜 RC・熊本南 RC 合同例

すなわちインスピレーションを与える存在であれ

会を開催いたします。私、熊本南 RC 第 61 代会長 喜讀

いうことなのでしょう。髙山ガバナーはそれを受け、地

が両クラブを代表して会長報告をさせて頂きます。ち

区のスローガンを ～ロータリーは心の太陽～ 「ロータ

なみにロータリー歴は、来月で 13 年。職業分類は、建

リーを信奉し、奉仕に行動しよう」とされ、それを更に

物解体です。まずご来訪者のご紹介から、本日の卓話

「Believe in Rotary ＆ Take Action」と英訳までされ、

の時間にガバナーアドレスを頂きます国際ロータリー

万人に分かりやすいようにされていて、そのきめ細やか

第 2720 地区ガバナー 髙山泰四郎様、令夫人 髙山

操

さに感心しております。本日のアドレスでは、我々ロー

様、地区副幹事 髙山栄一郎様、熊本第 4 グループガバ

タリアンが理解を深めるべき共通の価値観である「ロー

ナー補佐 上原大助様、同ガバナー補佐幹事 長田浩志

タリーの中核的価値観」などをさらに分かりやすくご説

様にご臨席頂いております。本日は、宜しくお願い申

明頂けるものと楽しみにしております。四方会長率いる

し上げます。

熊本西稜 RC は本年度の方針を「メンバーを知り、次世
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と

代に繋ぐ」とされていますし、当熊本南 RC は、私の職

○西稜 RC～定款に基づき休会

業柄もあり、「SCRAP & BUILD+」サブテーマを ～前へ～

[日

としております。両クラブの一番の共通点は、奉仕

○05福祉 RC～定款に基づき休会

両輪と言われている

と

親睦を前面に押し出している点

[日

程] 10 月 29 日（月）18：30～
程] 10 月 30 日（火）12：30～

だと思います。例会等も含め、楽しくなければならない

○江南 RC～定款に基づき休会

というのがロータリーの原点だと思います。四方会長と

[日

ちょっと違う点は、重点項目に「家族の容認から家庭の

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

誇りに」というものがあり、私にとっては非常に耳の痛

[日

いところです。

○東南 RC～定款に基づき休会

本年度も、ちょうど 4 分の 1 を少し過ぎ、前半戦の中

[日

程] 10 月 31 日（水）12：30～
程] 10 月 31 日（水）12：30～
程] 10 月 31 日（水）12：30～

間地点を過ぎたところですが、本日は例会の前後に髙山

○菊南 RC～定款に基づき休会

ガバナーと会長、幹事の面談があり、まさに通知表を頂

[日

く気分です。当クラブは、すでに終わりましたが、西稜

○05福祉 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

さんはこの後、お楽しみが残っております。歴史や伝統、

[変更前] 11 月 13 日（火）12：30～

メンバー数など違いはあれ、ここまで出来ている部分、

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

出来ていない部分を今一度再認識し、ガバナーのアドバ

[場

イスのもと、年当初にたてた目標を達成できるように、

○05福祉 RC～定款に基づき休会

これまでの歴史と伝統に何か一つでも新しいものを積

[日

み重ねていけるように、お互い切磋琢磨しながら頑張っ

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

ていく所存です。

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～

会長職もなかなか大変ですが、ガバナーともなると比

程] 10 月 31 日（水）12：30～

所] ホルトホール大分
程] 11 月 20 日（火）12：30～

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

べようもない程の激務です。髙山ガバナーにおかれまし

[場

所] ホルトホール大分

ては、お身体に十分気を付けられ、2720 地区の全クラブ

○菊南 RC～定款に基づき休会

に「奉仕のインスピレーション」を与え続けて頂きます

[日

程] 11 月 21 日（水）12：30～

ことをお願い致します。
最後に、おこがましいですが、髙山ガバナーに松下幸

代表幹事報告（倉崎保広君）

之助さんの「青春とは心の若さである。信念と希望にあ
ふれ、勇気にみちて日に新たな活動を続けるかぎり青春
は永遠にその人のものである。」という言葉を送って、
会長報告の締めとさせて頂きます。
本日は宜しくお願い致します。
1.髙山泰四郎ガバナーより「職業奉仕大会開催のご案内」が
届いております。

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

６５名

４２名

68.85％

７８.６９％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

髙山泰四郎ガバナーへバナー贈呈

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

例会変更のお知らせ

熊本西稜 RC

○城東 RC～親睦会ため時間場所変更
[変更前] 10 月 22 日（月）12：30～
[変更後] 10 月 22 日（月）18：30～
[場

所] 江藤ボートハウス

○西稜 RC～親睦会ため場所変更
[日

程] 10 月 22 日（月）18：30～

[場

所] 未定

熊本南 RC
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●スマイルボックス（藤見泰之君）

全員スマイルのご協力ありがとうございました。本日
のスマイルは全額ロータリー財団へ寄付いたします。
スマイル集計
熊本西稜 RC
17,000 円
熊本南 RC
41,000 円
合計

58,000 円

●ガバナーアドレス
RI 第 2720 地区ガバナー 髙山泰四郎様
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◆10/6（土）～10/7（日）地区 RA 第 34 回 年次大会

【例会予定】
10/29 外部卓話 倉本勝也様（日本銀行 熊本支店長）
11/5 米山奨学生卓話 蔡宜瑾君（台湾）
11/12 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
11/19 新入会員卓話 藤山直秀君
11/26 会員卓話 坂本研一君

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「世界ポリオデーイベントをライブストリーミングで
観よう」
今年のロータリーの世界ポリオデーイベントは、10 月
24 日に米国フィラデルフィアで開催されます。とはい
っても、わざわざフィラデルフィアに足を運ぶ必要は
ありません。フィラデルフィア現地時間の午後 6 時半
から（日本時間の 25 日午前 7 時半から）
、お使いのパ
ソコンやスマートフォンでライブストリーミング（ネ
ット中継）でご覧いただけます。イベントの録画も、
後日 endpolio.org/ja からご視聴いただけます。今年
のライブストリーミングは、日本語、フランス語、ド
イツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、スペイ
ン語の同時通訳つきでご視聴いただけます。イベント
の会場は、アメリカ医学発祥の場所と言われる

◆10/6（土）高校生ファッション画コンテスト in 九州・

College of Physicians of Philadelphia。米国で最

沖縄 表彰式＠熊本市現代美術館

も古い医学系団体でもあります。イベントでは、世界
保健の専門家やロータリーのポリオ撲滅大使を務め
る有名人らが、ポリオのない世界に向けた目覚ましい
進展について語ります。ロータリーの VR（バーチャル
リアリティ）動画の最新作「Two Drop of Patience」
で主役を務めるペイシェンス・アシムウェさんによる
本作品の紹介のほか、ロータリーによるドキュメンタ
リー「Drop to Zero」（ゼロになるまで）の一部映像
が初公開されます。Time 誌のシニア編集者であるジェ
フリー・クルーガー氏は、ポリオ撲滅活動の取材でロ
ータリーとともにナイジェリアに赴いたときの経験
を語ります。さらに、今年 30 周年を迎える世界ポリ
オ撲滅推進活動（GPEI）の祝賀も行われます。

【熊本南 RC 賞受賞作品】
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