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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

9/9     クラブ協議会例会（夜例会） 

     ＠ホテル日航熊本 

 9/30    ガバナー公式訪問合同例会 

     ＠ホテル日航熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/６   第2720地区RA家族清掃及び

台湾地震募金活動 

５/１４  第 4 回クラブ協議会（現・新合

同）＠ホテル日航熊本 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

 

令和１年（2019）年８月２６日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

ございません 

8/26（月）今年度第 1 回目のクラブフォーラムが開催されました  

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。

本日は卓話の時間を頂戴し、今年度 1回目のクラブフォーラムを

開催いたします。よろしくお願いいたします。 

さて、昨年の今頃、喜讀前会長が会長報告のネタ探しが大変と

言われていたのを思い出します。今、なるほどと思いましたが、

30 代の頃、仕事に使えるなんか面白いネタはないか好奇心旺盛で

駆けずり回ったことも思いだし気持ちの良い思いもしておりま

す。今日は弊社工場の社員にも話した「技術」のお話を少し。 

あなたの大切な人が、とても深刻な病気になった時、親しみや

すく説明もシッカリしてくれる 50％の成功確率（＝技術）を持つ

医者。ぶっきらぼうで、あまり説明もしてくれない 99％の成功確

率（＝技術）を持つ医者。あなたは大切な人の大事な手術をどち

らの医者に任せるだろう？そんなのは、決まっている。 プロにと

って最も大切なのは、まず「技術」である。どれだけ深い愛を持

っていても、どれだけ優しくても 「技術」がなければ人は救えな

い。だからプロは日々、自分を磨き続ける。日々、訓練し続ける。 

我々経営者は、社会の顕在ニーズ・潜在ニーズに応えることで人 
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を救っていく。だから、その分野での技術は徹底的に磨

かなければならない。あなたの家族や親友、大切な人が、

 あなたのビジネスを必要とする時、あなたを頼ってき

た時、「任せとけ」ただ一言、そう言えるか？心の底か

ら、しかも明るくそう言い放てる存在になるまで「技術」

を磨き続けよう。 

余談ですが、私の業界で毎年印刷技術を競うラベルコン

テストで輪転規定課題というジャンルで数年ぶり日本

一の栄誉をいただきました。「ラベルは商品の顔である」

をモットーに、今後も精進していきます。 

以上、第 7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 

○東 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9 月 3 日（火）12：30～ 

[変更後] 9 月 5 日（木）12：30～ 

○東南 RC～合同例会のため場所変更 

[日  程] 9 月 4 日（水）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○水前寺公園 RC～合同例会のため場所変更 

[日  程] 9 月 4 日（水）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○江南 RC～G 公式訪問のため時間変更 

[変更前] 9 月 4 日（水）12：30～ 

[変更後] 9 月 4 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 5 日（木）13：00～ 

[変更後] 9 月 5 日（木）19：30～ 

[場  所] 焼鳥 鳥達 

○熊本 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9 月 6 日（金）12：30～ 

[変更後] 9 月 5 日（木）12：30～ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 9 日（月）12：30～ 

[変更後] 9 月 9 日（月）18：30～ 

[場  所] Boo 

○グリーン RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9 月 9 日（月）18：30～ 

[場  所] 泉里 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 10 日（火）12：30～ 

[変更後] 9 月 10 日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○江南 RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 9 月 11 日（水）18：30～ 

[変更後] 9 月 11 日（水）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 17 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 18 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 18 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 9 月 19 日（木）13：00～ 

[変更後] 9 月 16 日（月・祝） 

[場  所] 第 7 回親子 D ボート大会 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 19 日（木）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 24 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9 月 25 日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 26 日（木）13：00～ 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.地区事務所より、2020-21（次年度）地区役員委嘱状

が届いております。 

 

2020-21年度 地区役員委嘱伝達式（坂本研一君） 

【管理運営部門長】 堀川貴史君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ３９名 62.90％   ８３.８７％ 

出席規定適用免除者 1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） 
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委員会報告 

ございません 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

河津延雄君・坂本幸樹君 

 本日は後藤委員長に引っ張っていただいている戦略

計画委員会のクラブフォーラムです。戦略計画委員会

では 5年後 10年後の熊本南 RCを素晴らしいものとす

べく活動してもらっています。今日は忌憚ないご意見

をたくさん出していただき、よいクラブにしていきま

しょう！ 

○堀川貴史君 

 8/24～25第 4 回野田ガバナー年度のガバナー補佐、他

地区副幹事の同期会を天草にて開催いたしました。家

族も含め、33 名の皆さまにご参加いただきました。来

年は大分の竹田で開催予定です。ここまで続けて来ら

れたことに心より感謝してスマイルいたします。 

○北口 誠君 

 坂本会長、ステッカーの大会日本一おめでとうござい

ます。 

○寿崎 肇君   

 先週は無断欠席申し訳ありませんでした。今年のお盆

は最高でした。孫とひ孫合わせて 12 人。ひ孫 5 人が

賑やかでした。年を取って独り身で孫たちに囲まれた

日々、本当に楽しいお盆でした。また、寿屋 OBの方々

も来て昔話に花を咲かせておりました。楽しかった 8

月に感謝を込めてスマイルいたします。 

○漆島典和君 

 本日は大した用事ではありませんが早退いたします。

悪しからず。 

  

●クラブフォーラム（後藤 博君） 

  

 

 

 

 

「今の熊本南 RC について、また、5 年度、10 年度の熊

本南 RCについて」 

・若手会員が欲しい。女性会員が欲しい。 

（将来熊本を背負っていくメンバー） 

・人数にあまりこだわらなくていいのでは？ 

（数より質。人数が増えたクラブが素晴らしいと賞賛

されるのは納得できない） 

・古い会員が残れるようなクラブにしたい。 

・若手もベテランもバランスのよいクラブにしたい。 

・ドクターがいない。 

・退会者が多い。阻止していくよい策が必要。 

・毎週の例会は負担となる会員もいるのでは？ 

・居心地よいクラブでありたい。 

・例会に出席できない人を無理に入会させていないか、

入会しても意味がないのでは？会費を維持するため

に入会させてはいないか？ 

・歴史と伝統を守りながら新しいものを作りたい。 

・卓話者は一人ではなく、各テーブルごとにプレゼン等

してみては？ 

・会費の値上げをしてもよいのでは？ 

・運営費を考えると増員は必須では？ 

・新入会員に対してのフォローをもう少し増やしては？ 

・来づらい、居づらい会員への声かけ。 

・社会奉仕をしっかりやる、現在希薄になっている。 

・会員同士のコミュニケーションが取れる会合を増やし

たい。 

・仕事面でもっと繋がりがあればよい。 

・奉仕活動も形だけでなく、今ある一つ一つを大事にし

ていく。（過程も財産） 

・委員会活動が委員長だけの活動になっていないか、委

員会全体で行うのが基本では？ 

・クラブの歴史を知る上でも、諸先輩方の卓話を増やし

ては？ 

・夜の会合（例会）を増やしては？ 

・「お試しロータリー」をやってみては？ 

・ロータリーはステータスシンボルでありたい。 

・食事はお弁当になってもよいのでは？ 

・クラブフォーラムの回数を増やそう。少人数で話す機

会がもっと増えるとよい。 
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■RI ニュース（国際ロータリーHPより） 

「2021-22年度国際ロータリー会長にインドのシェカ

ール・メータ氏が選出される」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー会長指名委員会は、カルカッタ-マハ

ナガル・ロータリークラブ（インド、西ベンガル州）

所属のシェカール・メータ氏を 2021-22年度国際ロー

タリー会長に選出しました。対抗候補者がいない場合、

同氏は 10月 1日に会長ノミニーとして宣言されます。

メータ氏は、現在の会員傾向には課題があり、会員増

強がロータリーの最優先事項となるべきであると述

べています。地域的な計画、ローターアクターのロー

タリークラブへの移行、多様性と女性会員の増加によ

って、毎年 5 パーセントの会員数純増が達成できると

確信しています。「世界の各地域に合った効果的な解

決策を模索するために、大規模なブレインストーミン

グが必要です」とメータ氏。さらに、地域的な解決策

を引き出すためには、各地域の価値観や文化を念頭に

入れるべきとし、「1 つのやり方をすべてに適用する

ことはできない」と話します。また、ロータリーが新

しい地域や国に拡大していくことができると考えて

います。ロータリーの戦略計画の一部として、クラブ

が行動計画を用いることを奨励すると共に、ロータリ

ーの中核的価値観を強化する計画です。メータ氏はさ

らに、政府や企業とのパートナーシップ、ロータリー

の重点分野を専門とする組織とのパートナーシップ

拡大、テクノロジーへの投資に焦点を当てることで、

ロータリーがより現代化し、適応力を高める必要があ

ると述べています。メータ氏は、自身が設立した不動

産開発会社「Skyline Group」の会長で、会計士でも

あります。また、カナダを本拠とする「Operation 

Eyesight Universal (India)」のディレクターも務め

ています。災害救援活動に積極的に参加してきたメー

タ氏は、シェルターボックス（英国）の理事です。2004

年に発生したインド洋での津波の後、被災者のための

約500戸の家の建設を支援しました。南アジアで1,500

件以上の心臓外科手術を提供したプログラムを立ち

上げたメータ氏は、インド全土での識字率向上をはか

る「TEACH プログラム」の創設にもかかわり、このプ

ログラムを通じて何千もの学校に支援を提供しまし

た。1984 年にロータリーに入会したメータ氏は、RI

理事、複数の委員会の委員および委員長、ゾーンコー

ディネーター、研修リーダー、ロータリー財団専門家

グループメンバー、地区ガバナーを歴任したほか、イ

ンド・ロータリー財団の会長を務めています。超我の

奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功労賞を受

賞しており、ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈友

の会の会員です。   

 

【例会予定】 

 9/9 クラブ協議会例会（夜例会） 

 9/16 祝日のため休会 

 9/23 祝日のため休会 

 9/30 ガバナー公式訪問合同例会 

 

◆8/5 暑気払い＆惜別会＠KKR ホテル熊本 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


