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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

2/29-3/1 会長エレクト研修セミナー 

     ＠ホテルキャッスル 

3/6    日台ロータリー親善会議 

     ＠ホテルニューオータニ博多 

3/20   RLIパートⅡ＠ホルトホール大分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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２年（2020）年２月１０日 
斉唱 国歌 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 

出田晴彦様 

（熊本第 4Gガバナー補佐/熊本西 RC） 

2/10（月）例会及び第 3 回クラブ協議会＠ホテル日航熊本「天草」より  

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんばんは。本日も例会参加ありがとうございます。

本日の来訪者は熊本第 4G ガバナー補佐 出田晴彦様です。今日は

クラブ協議会も兼ねての例会となっています。協議の時間は限ら

れますが皆様楽しくよろしくお願い申し上げます。 

さて、先週は 6 日に熊本南 RAC 例会に井上委員長、西川副委員

長と出席しました。理事会にて軽食を出そうということに承認い

ただけましたので早速実行させていただきました。例会が 19時か

らということでアクターに喜んでいただきました。アクターの 1

人がお客様を訪問した際、燃料をガスにしたいとの意向をもらい

メンバーのアクターと同行し成約までこぎつけたとの話。アクト

に入って良かったとのこと。これがロータリーの本質ですよねと。

若い子達のイキイキした眼差しが眩しかったです。そのようなこ

とは熊本南 RC では当たり前に行われていることですが、市域 17

のクラブがあるなか、偶然熊本南 RCに入らせていただき本当に良

かったと話をしました。 
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また、8 日は熊本江南 RC 創立 50 周年記念式典に出席い

たしました。我々の 60 周年での全員登録のお返しでし

た。皆様のご厚意に感謝いたします。 

以上、第 24 回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

幹事報告（北口 誠君） 

ございません 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月18日（火）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2 月 19 日（水）12：30～ 

[変更後] 2 月 19 日（水）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

○りんどう RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 2 月 20 日（木）13：00～ 

[変更後] 2 月 20 日（木）14：00～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 20 日（木）18：30～ 

○東 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 2 月 25 日（火）12：30～ 

[場  所] 松屋本館 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 2 月 26 日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

○西南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2 月 27 日（木）12：30～ 

[変更後] 2 月 27 日（木）18：30～ 

[場  所] ビアレストラン オーデン 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 18 日（水）12：30～ 

 

 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

  今月は「平和構築と紛争予防」月間です。3ページ、

RI 会長メッセージはロータリープロジェクトについ

て記されています。ロータリープロジェクトとは、世

界中のあらゆる地域で、人々の暮らしを向上させ、地

域が変化のスピードに適応する手助けをするとあり

ます。7～15ページは「ようこそ、島へ！」という特

集です。ここはぜひ読んでみてください。紹介します

と、8ページ奄美中央 RCは鹿児島と沖縄のほぼ中間に

ある島で、人口10万人ですが会員は59名、うち女性会

員が10名もおられるクラブです。9ページ利尻 RC は、

北海道北端の島で、人口5,000人弱で会員19名のクラ

ブです。11ページ石垣 RC は沖縄南端のクラブで人口

は5万人弱ですが、会員44名でうち女性会員3名のクラ

ブです。また、14ページ小豆島 RC は今年創立60周年

を迎えるクラブで、会員数36名うち女性会員1名の歴

史あるクラブです。このように小さな島の中でもロー

タリアンが活動しているんですね！16～21ページは

今月のテーマについて、特に17ページ上段ですが、ロ

ータリーは、異文化交流を通じて相互理解の心を育て、

紛争解決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和

な世界づくりを促進しています。奉仕プロジェクトや

平和フェローシップなどさまざまな形で、平和を促進

する環境を創りだす活動が行われています。21ページ

「平和フェローって何？」、ポール・ハリス没後50周

年を記念してつくられた、平和づくりに貢献できる人

材を育てるためのプログラムです。持続可能な平和の

構築をビジョンとして掲げ、平和構築、紛争解決、紛

争予防に貢献できる平和構築者の世界的ネットワー

クを築くために2002年スタートしました。ロータリー

平和センターで学ぶ学生は平和フェローと呼ばれ、奨

学金が提供されます。現在、世界6ヵ国、7つの大学に

平和センターがあり、日本では国際基督教大学（ICU）

にあるとのことです。22ページ「ポリオのない世界を

想像しながら」では、西天草 RC の募金活動の記事が

紹介されています。さらに24ページに熊本東南 RC の

活動も紹介されています。 

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 

６５名 ２７名 42.19％   １００．００％ 

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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34ページ、我々第2720地区 地区大会の記事が出てい

ます。野球大会の入場行進さながらの登場だったよう

ですね。 

最後に縦書きの24ページに熊本中央 RC の幼稚園に

図書寄贈の記事が出ています。 

  

●スマイルボックス（田中靖昭君） 

○出田晴彦様（熊本第4Gガバナー補佐） Ⅱ 

 本日はクラブ協議会にお招きいただきありがとうご

ざいます。楽しみにしています。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・三角雄介君 

河津延雄君 

出田ガバナー補佐の例会及びクラブ協議会へのご出

席を心より歓迎いたします。 

○德永隆正君 

 本日ご来訪の出田ガバナー補佐を歓迎いたします。 

○藤山直秀君 

 三男が所属するダンス＆ヴォーカルグループ「ロッタ

リーズ」が昨日熊本で初ライブ。追っかけ 5 人、かな

ぶんやさん、私の知人友人 7 名の合計 13 名、今日は

沼野修一会員のご尽力により RKKラジオに生出演しま

した。感謝です！ 

○松茂信吾君 

 何事もなく、先週ベトナム ダナンから帰国しました。

熱もありませんのでコロナではないと思います。感謝

でございます。 

○塚本 侃君 

 今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 

 

●第 3 回クラブ協議会 

○親睦活動委員会（大津英敬君） 

  

 

 

 

 

1）花見の会＆新入会員歓迎会費について 

【事業概要】 

夜例会後、新入会員歓迎会を兼ねて親睦を図る贅沢

なひと時。桜咲く熊本城が見える絶好のロケーショ

ンをバックに、三味線、尺八、太古の和楽器の調べ

とともに春の訪れを楽しんでいただきます。 

 

 

【日  時】2020年 4月 6日（月） 

       18：00～18：30例会 

18：30～花見の会＆新入会員歓迎会 

【会  場】KKRホテル熊本 4F 日本料理まつり 

【会  費】10,000 円予定（内、3,000 円例会費充当） 

【参 加 者】RC会員、事務局 

【新入会員】大澤淳二君・興梠一喜君・澤田貴宏君 

德永隆正君 

※対象者で一度欠席した場合、再度行う必要がある

のか？⇒ 委員会にて検討。 

 

2）年祝いの会について 

【事業概要】 

 節目の年を迎えられるメンバーの皆様に対して、こ

れまでの労のねぎらいと、これからの益々のご活躍

を祈念し年祝いを行う。 

【日  時】2020年 6月 1日（月） 

       祈願祭 11：00～ 

       親睦会 18：30～20：30  

【会  場】代継宮 / 松葉 

【会  費】10,000 円（欠席 5,000 円）予定 

【参 加 者】RC会員、事務局 

【該 当 者】米寿：吉本栄一会員 

喜寿：渕田俊郎会員 

       

○青少年奉仕委員会（井上雅文君） 

  

 

 

 

 

1）全国被災地こども DAGASHI リレーin 益城町につい 

て 

【事業概要】 

 3/6（金）被災地の益城町にある、りんどう RCが主

催、当クラブは共催という形で益城町立益城幼稚園、

益城町立第 4保育園にてイベントを開催する。内容

は、子供たちと一緒にお菓子のトーチを持って走っ

たり、ふれあいを楽しみ、駄菓子と子供たちの笑顔

を交換するものです。 

【日  時】2020年 3月 6日（金） 

       9：00～12：00 

       （8：30益城町役場駐車場集合） 

【会  場】益城町立第 4保育所 

益城町立益城幼稚園 
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【予  算】なし 

【参 加 者】りんどう RC、熊本南 RC 会員数名 

【連絡事項】ご参加の方は動きやすい服装でお越しく

ださい。 

※年間事業計画予定に入っていないが執行部へは伝

わっているのか？⇒ 理事会にて報告済み。 

 

○RAC 委員会（井上雅文君） 

1）瀧ガバナー訪問例会開催について 

【日  時】2020年 2月 20 日（木）19：00～ 

 【会  場】西部ガス 

 【参 加 者】当クラブより 9名参加予定。追加で参加

希望の方はお知らせください。 

 

○職業奉仕委員会（三角雄介君） 

 職場訪問の開催を検討中です。日程及び場所未定。詳

細が決定次第ご案内します。 

 

○社会奉仕委員会（古財良一君） 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会事業であります、3/22（日）オハイエ

くまもと「とっておきの音楽祭」支援について、2/17

例会に理事長 入部祥子様にお越しいただき詳細の説

明がございます。皆さまのご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

○米山奨学会委員会（堀川貴史君） 

2/17（月）例会は米山奨学生卓話を予定していますの

でよろしくお願いいたします。 

奨学生:ヒラス トウメガス マナル君（インドネシア） 

同行者:山田哲大様・竹本英博様 

（カウンセラー/熊本 RC） 

 

○出席委員会（田中靖昭君） 

  

 

 

 

 

前回例会にて報告しましたとおり、出席率の低い会員

に対し対策を取りたいと思っています。出席を促すの

はもちろんですが、久しぶりに例会に出席される場合

入りづらい等あるのではないかと思いますので、皆さ

まウェルカムな雰囲気で迎えていただければと思い

ます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

○プログラム委員会（坂本幸樹君） 

 

 

 

 

 

プログラム委員会よりお願いです。4～6 月の卓話予定

が未定となっている日がいくつかございますので、ご

紹介いただける方がいらっしゃいましたら是非お声

掛けください。よろしくお願いいたします。 

 

＜総評＞ 

○熊本第 4G ガバナー補佐（出田晴彦様） 

  

 

 

 

  

色々な楽しいイベントを企画されているようで大変

よい協議会でした。気になった点としましては、年間

事業計画に計上されていないという質問がございま

した。これはやはり理事会にて報告が必要かと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

◆2/6（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 6 日木曜日、熊本南 RAC2 月第１例会が開催されま

した。RCから坂本会長と西川副委員長にご参加頂きま

した。メインプログラムでは、『2月』について出雲会

長（西部ガス）より様々な蘊蓄をご披露いただきまし

た。 


