3 月 25 日 （ 月 ） 「 花 見 の 会 」 ＠ KKR ホ テ ル よ り

第２９回例会記録（通算第 2800 回）
平成 31（2019）年４月１日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

来訪者紹介
永田雄治様（春日部西 RC）
木下貴夫様（西部ガス株式会社）

［今 日］

例 会

隈部幸志様（株式会社キューネット）
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会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。まずご来訪者のご紹介からさ

きます。まず新入会員寺本光秀君の件、承認されまして

せて頂きます。遠く埼玉より国際ロータリー第 2770 地

次回 8 日からの参加となりますので皆さん宜しくお願い

区 春日部西 RC 永田雄治（ながた

致します。そして台北大同扶輪社 35 周年お祝い金の件

ゆうじ）様。それ

から 3 月をもってご栄転された金井会員の後任となら
れます西部ガス（株）熊本支配人の木下貴夫（きのし
た

は 30 万円で承認されました。
また 2 週間空きましたのでその間の報告をさせて頂き

たかお）様。書類等手続きの関係で入会予定者と

ます。23 日土曜日は熊本北 RC の 40 周年記念式典に倉崎

してのご参加となりますので皆様お手柔らかにお願い

幹事、漆島会員、堀川会員の 4 人で参加してきました。

致します。それから本日の会員卓話を古財会員と一緒

受付の席次表にうちのクラブがなかったのには驚きま

にやって頂きます、
（株）キューネットの隈部幸志（く

したが、実質 5 人のクラブでやられているので何も言え

まべ

こうじ）様。本日はオハイエではなく、熊本県

ませんでした。色々なクラブがあり、それぞれに良いと

ドローン産業推進協議会についてということでお話を

ころがありますが、私は熊本南 RC で良かったなと思っ

して頂きます。小さな荷物の輸送からいずれは小さい

ています。24 日日曜は、オハイエとっておきの音楽祭で

ころ観たドラえもんのタケコプターのように個人の移

した。参加された方お疲れさまでした。10 周年という事

動手段になっていくのではと夢が広がります。宜しく

で感謝状を頂きましたので後ほど回覧致します。オレン

お願い致します。前回臨時理事会のご報告をさせて頂

ジのジャンパーを着たクラブのメンバーと国府高校イ
ンターアクトのメンバーがきびきび動いていてさすが
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と誇らしく思いました。

ンターアクトのメンバーがきびきび動いていてさすが

例会変更のお知らせ

と誇らしく思いました。25 日は花見の会でしたが、花の

○西 RC～合同例会のため日程変更

香酒造の神田社長にも来ていただき美味しいお酒と料

[変更前] 4 月 9 日（火）12：30～

理で楽しい時間を過ごしました。坂本幸樹委員長をはじ

[変更後] 4 月 10 日（水）18：30～

めとする親睦活動委員会の皆さんお疲れさまでした。倉

[場

崎幹事の名誉のために申しますが、熊本の開花宣言は次

○東南 RC～合同例会のため日程場所変更

の日でした。それで動揺して頭が真っ白になられたよう

[変更前] 4 月 10 日（水）12：30～

ですが、けっして倉崎幹事は間違っておりませんでした。

[変更後] 4 月 13 日（土）18：30～

そして昨日、私は私用で行けませんでしたが地区研修協

[場

議会。いよいよ次年度モードかと思うとさびしくなりま

○西南 RC～合同例会のため日程変更

すが、行かれた皆様お疲れさまでした。勉強してこられ

[変更前] 4 月 11 日（木）18：30～

た成果を次年度しっかり発揮してください。

[変更後] 4 月 10 日（水）18：30～

いよいよ 4 月となりました。本日 4 月 1 日はエイプリ

[場

所] ニュースカイ

所] 人吉温泉旅館 あゆの里

所] ニュースカイ

ル・フールということで 1 年の中で 1 度だけうそをつい

○中央 RC～合同例会のため日程変更

てもいい日ということですが、先日ある番組で、毎日う

[変更前] 4 月 12 日（金）18：30～

そのニュースをインターネットに流している会社があ

[変更後] 4 月 10 日（水）18：30～

るというのを観ました。いわゆるフェイクニュースとい

[場

うものです。それはマケドニアの会社で、最初は世界中

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更

の色々なニュースを正確に流していたという事ですが、

[変更前] 4 月 15 日（月）18：30～

ある時社員がでたらめな記事を流したところ普段の 10

[変更後] 4 月 14 日（日）

倍のアクセスがあったということでフェイクニュース

[場

専門に切り替え、ビジネスとしては大成功しているそう

○東 RC～職場訪問のため場所変更

です。一昔前は記憶力が重要視されていましたが、現在

[日

程] 4 月 16 日（火）12：30～

は瞬時に検索する能力と、それを取捨選択する能力が大

[場

所] NTT 西日本

事なようです。

○05福祉 RC～定款に基づき休会

先ほど新元号が発表されました。よりにもよってこん

[日

所] ニュースカイ

所] 西稜の森

程] 4 月 16 日（火）12：30～

な日にとは思いますが、令和（れいわ）で間違いないか

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更

と思います。昭和も遠くになりにけりですが、アナログ

[変更前] 4 月 17 日（水）12：30～

ながらもなんとか時代についていっていつの日かドロ

[変更後] 4 月 21 日（日）8：00～

ーンで空を飛べるようになるまで頑張りたいと思って

[場

います。本日も宜しくお願い致します。

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６０名

３７名

63.79％

８０.６５％

名誉会員

程] 4 月 18 日（木）13：00～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

出席報告（森本康文君）

出席規定適用免除者

所] 江津湖公園

2名

[日

程] 4 月 24 日（水）18：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 4 月 24 日（水）18：30～

○西南 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1名

[日

程] 4 月 25 日（木）12：30～

○西 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 4月30日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
幹事報告（倉崎保広君）

[日

1.熊本 RC より「創立 80 周年記念式典ご出席の御礼」が届
いております。
2.米山奨学会より「米山梅吉記念館 館報 Vol.33」が届いて
おります。
3.例会終了後、台北大同扶輪社創立35周年記念式典参加
に伴う説明会を開催いたします。台北渡航の方はご参加
をお願いいたします。
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程] 4月30日（火）12：30～

永田雄治様挨拶（春日部西 RC）

○古財良一君・大津英敬君
先日のオハイエの音楽祭には多くの方にご来場いた
だき、今年も無事終えることができました。ありがと
うございます。また本日の卓話は、人前で話すのが苦
手な私ですが、今日はキューネットの隈部さんにしっ
かりフォローしてもらいます。

皆さま、こんにちは。春日部西 RC の永田と申します。

○齊藤直信君

Ⅹ

今回、家族旅行で熊本を訪れており、また以前、こちら

ニューアビリティーが 3 戦目で勝利。クラシックを目

の元会員である、故 野田三郎ガバナーと一緒にインド

指します。また、八代の老舗 お菓子の彦一本舗が 3

を訪問しポリオワクチン投与活動を行った御縁で、いつ

月から熊本トヨペット HD の配下になりました。ご利

かは例会にお邪魔したいと思っておりました。その節は

用ほどよろしくお願いします。

古財良一会員にも大変お世話になりました。ポリオ活動

○沼野修一君

ではパキスタンへの訪問も叶い、次回はぜひ古財良一会

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

員にもご参加いただければと思っています。本日はどう

✩新元号「令和」発表全員スマイルへのご協力をありが

ぞよろしくお願いいたします。

とうございました。

委員会報告
●親睦活動委員会（坂本幸樹君）
［結婚祝］

［誕生祝］

園田修司君

4.1

田川憲生君

4.2

喜讀宣友君

4.19

山口 競君

4.5

井上雅文君

4.23

新田義正君

4.16

●会員卓話（告坂和紀君）

漆島典和君

4.28

林田公治君

4.17

「熊本県ドローン産業推進協議会（DIDA）について」

河津延雄君

4.30

隈部幸志様（㈱キューネット）・古財良一君

●スマイルボックス（告坂和紀君）
○永田雄治様（春日部西 RC）
故 野田三郎さん、古財良一さん、ポリオワクチン投
与活動ではお世話になりました。次はパキスタンへご
一緒しましょう！
○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君
当クラブへの来訪者 春日部西 RC の永田雄治様、西部
ガスの木下貴夫様、本日の卓話者 隈部幸志様を歓迎
いたします。また、新元号「令和」おめでとうござい
ます。新時代の幕開けにスマイルします。
○堀川貴史君
春日部西 RC 永田様のご来訪を心より歓迎いたします。
野田三郎さんと古財良一さんがインドにポリオワク
チン投与活動に行った時、大変お世話になりました。
とても懐かしく思います。本日はありがとうございま
す。
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・ビジョンなどは、全員が共有できる文言でないと意味
がない。できれば卓和などの時間を使って、会員内で
話す時間を持つことが必要ではないか。
③定款について
・標準ロータリー定款がある。
・IR の考え方は、
「出席率」に囚われておらず、多くの
人が奉仕活動に参加できる、したくなる仕組みづくり
に重点が置かれている。
・いわゆるローカルルールになる細則は、クラブ運営で、
新しい価値観を取り入れ、かつ新しいテクノロジーを
活用して、よりよい運営ができる仕組みでもある。
◆3/25（月）花見の会＠KKR ホテル

■3/19（火）戦略計画委員会 IM＠居酒屋 鹽「議事録」
出席者：（敬称略）
喜讀宣友・倉崎保広・後藤
坂本研一・北口

博・久峨章義・堀川貴史

誠・漆島典和・馬場大介

□クラブビジョン、どのようなクラブになっていたいか
意見交換
①奉仕活動について
・熊本南クラブは、他のクラブからも手本になる存在で、
今後も各自が研鑽を重ね、そういった存在価値を確立
していくべき。
・青少年奉仕活動は充実してきたが、今一度地域のニー
ズを見直し、社会奉仕事業を活性化させたい。例えば、
盲導犬用のトイレの設置など。
・実際できるかどうかわからないが、海外のクラブとの
共同事業など新しい試みもあるのではないか。
・リーダーシップが発揮できる環境。
・地域一番店。
②クラブ運営について

◆3/31（日）2019-20 年度 地区研修・協議会

・クラブ内は、さまざまな世代の会員が在籍し、活性化

＠ホルトホール大分

している。一方でこれまでの価値観で築いてきたルー
ルや規範など、変えないものと変えていくものを整理
していく必要がある。クラブの多様性を正面から認め、
運用でカバーできるものは、先陣を切って対応してい
くことも必要ではないか（対応力）
。
・CLP を浸透させる。
・例会に参加が困難な会員もいる。参加が叶ったときは、
ウェルカムな雰囲気をつくり、参加しやすい環境づく
りが求められる。
・会員数の増加も大事だが、単純に増やせばいいという
ことではなく、例えば 70 名であれば、強い結束力の
ある 70 名であればいいのではないか。
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