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かったそうです。笑い話で済むようになってもらいたいと思いま

■点鐘

すね。
もう一つニュ - スとしては、桜町再開発のなかで、再開発事業者

■国家斉唱

から 283 億円で熊本市が購入した、熊本城ホールが平成 31 年の
夏に完成予定とのです。図面を見ますと熊本城ホールは辛島町か

■ロータリーソング（奉仕の理想）

ら見て一番奥側になるようです。真ん中にバスターミナルがあり
それに沿ってホテル、分譲住宅と商業施設が並んでるようです。

■来訪者紹介

今日はクラブ協議会で、大友ガバナー補佐と川島ガバナー補佐幹

（会長 白木 誠一 )

事が来訪されています。
今日の協議会は年間の大事な行事の一つです。

熊本第３グループガバナー補佐

大友利行

様

ガバナー補佐としては 8 つのクラブへ年 4 回合計 32 回訪問され

熊本第３グループガバナー補佐幹事

河島一夫

様

るそうですが、前年度は熊本東南の松本繁会員がガバナー補佐と
して訪問され、それに同行しましたが、他のクラブへの訪問は私
にとって非常に参考になりました。各クラブ個性があり問題点も
多く抱えているようです。

■来訪者からの一言

今日はご指導宜しくおねがいします。

・熊本第３グループガバナー補佐
大友利行

様

ガバナー補佐就任の挨拶

■幹事報告（副幹事 𠮷田 嘉昭）
・熊本第３グループガバナー補佐幹事
河島一夫

様

１）

熊本第３グループＩ．Ｍ．開催の案内

永田壮一 ガバナー、倉田榮喜 職業奉仕部門長、石崎公太郎 社会

期

日

平成２９年１０月１３日（金）

奉仕部門長、小野健介 国際奉仕委員長より、職業奉仕・社会奉仕・

場

所

熊本ホテルキャッスル

国際奉仕合同フォーラム開催の案内。

参加費

４，５００円（懇親会費含む）

日時

２０１７年１０月２２日（日）
１３：００〜１６：３０

場所

ホルトホール大分

出席対象者

ガバナー補佐・職業奉仕委員長・
社会奉仕委員長・国際奉仕委員長・

参加希望者（委員長が欠席の場合代理が必要）

■会長の時間（会長 白木 誠一 )
今年の夏は暑い日が続いているようです。昨日も高温注意報が出
ていたようですが、雨も降る時激しい雨のようですし、雷も多く
なって来ましたので皆さんちゅういしましょう。先日から国際情
勢で北朝鮮問題がとりざた取り沙汰されていますが、米韓合同の
軍事演習が一昨日月曜から始まって更に緊張が高まっているよう
です。先週の夜の大雨の時に、皆さん気付かれた方もおられると
思いますが、携帯に大雨情報アラームがなりましたが、その時に

２）
永田壮一 ガバナー、倉田榮喜 職業奉仕部門長、川尻成美 職業奉
仕研修委員長より、クラブ例会での職業奉仕体験発表＆クラブ討
議開催のお願い。
３）
公益財団法人 米山梅吉記念館より、館報３０号の送付。

勘違いしてミサイルが飛んで来た情報ではないかと思った方が多

－１－

今後の行事
開催日
2017年 8月26日（土）
9月2日（土）
9月2日（土）
9月7日（木）
9月16日（土）

行事名
場所
「ロータリー米山記念奨学会
財団設立50周年記念」世界 熊本県熊本市
米山学友による 感謝ｉｎ熊本
管理運営・公共イメージ・会
大分県大分市
員増強セミナー

ホルトホール大分 内田信行、松本繁

泉ヶ丘校区公民
（案内中）
館
ガバナー公式訪問（４RC合
熊本ホテルキャッ
熊本県熊本市
（案内中）
同）
スル
白木誠一、古田哲朗、
ロータリー財団部門・米山記
小川総合文化セ
熊本県宇城市
福井学、山田公也、前
ンター ラポート
念奨学会部門合同セミナー
田日出夫、宮川義行
伝承遊びの集い

熊本県熊本市

9月9日（土）・10日（日） ＲＹＬＡセミナー
10月22日(日)

会場
出席者
ＡＮＡクラウンプラ 山田公也、宮川義行、
ザホテル熊本 小畑成司、小松野正
ニュースカイ
彦、翁力棟

熊本県阿蘇市 阿蘇ＹＭＣＡ

（案内中）

職業奉仕・社会奉仕・国際
大分県大分市 ホルトホール大分 （新着）
奉仕合同フォーラム

としている寄付が、どのように使われているのかがはっきりして、
納得の上で、財団への寄付に意欲的に取り組むことができるとい
うものです。
また、定款、細則などの規定、制度をよく知っていることによっ
て、ロータリアンとして自信をもって積極的に行動できると同時
に、一方、ルールを逸脱するような行動に走らないということに
もなります。
さらに、クラブの役員、理事になったロータリアンは、ロータリー
では遅かれ早かれ誰もが何時かは役員、理事になるわけですが、
その時にロータリーのことをよく知っていることによって、効果
的に、効率的に機能を発揮することが出来て、それによってクラ
ブの健全な円滑な運営を推進することが出来ます。
このように、ロータリアンはロータリーのことをよく知っている
ことが大切で、ロータリーのことを知らなければ真のロータリア
ンは生まれないということです。

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員

佐野 茂 )

それでは、どうすればロータリー情報に詳しくなるのか、という
ことですが、まずは定款、細則に精通することです。定款、細則
はロータリーの憲法ともいうべきものです。特に、最近時代の変

ロータリー情報について

遷とともに定款も大幅に改正されており、改正の中身を正しく理
今年度情報委員は、鈴木ロータリー情報担当委員と私佐野の 2 名
ですので、一人あたり年間 14 〜 15 回近く担当することになろ
うかと思われます。

解していないと、とんだ間違いを起こすことにもなりかねません。
念のため申し上げますが、定款は全世界のロータリークラブすべ
てが共通で、改正する場合は 3 年ごとに行われる国際ロータリー

そこで私はロータリーの基本理念について系統的に話を進めてい
きたいと思っております。

の規定審議会においてのみ改正されます。従って定款は一クラブ
で勝手に変更することは出来ないものです。

特に新会員の方々が数名入会されていますので、この方々への啓

但し、昨年の 2016 年規定審議会において、例会と出席に関する
規定及び会員身分に関する規定においては、個々のロータリーク
ラブの裁量でクラブ細則に規定することによって変更が可能にな
りました。

発に焦点を当てて、話を進めていきたいと思っています。なお、
以前からの会員の方々は、復習の意味で聞いていただきたいし、
また、そんなことは百も承知という方々は、しばし瞑想されてい
ても結構でございます。
それでは今日は、
「ロータリー情報」ということについて、掘り
下げて考えてみたいと思います。
「情報」という言葉は、一般的にいいますと、あるものの動静と
か動向、現状ということを指す場合が多いのですが、ロータリー
でいう「情報」というのは、ただ単にロータリーの現状とか動向
というだけでなく、広い意味に「情報」ということを捉えて、ロー
タリーに関するすべてのこと、つまりロータリーの哲学に始まっ
て、歴史、制度、そして動静、動向などロータリーに関するすべ
てのことが「情報」であるということです。

また、定款、細則をマスターするとともに、規定審議会で決議さ
れたロータリーの方針、指針などが載っている手続要覧をよく読
むことです。
それと同時に、毎月配布されている「ロータリーの友」「ガバナー
月信」をよく読むことによってロータリーの現状、動向を知るこ
とも大切です。
それから、必要に応じて文献を取り寄せて勉強することです。
たとえば、ある奉仕活動の委員長もしくは委員になった場合に、
その委員会に関連する文献を取り寄せて詳しく内容を知ることが
望ましいことです。

つまり、
「ロータリー情報」とは、ロータリーに関するあらゆる
すべての事柄を指すということで、理解していただきたいと存じ
ます。では、なぜロータリアンはロータリー情報を知らなければ
ならないのかということですが、ロータリーのことをよく知って
いるロータリアンは、積極的に意欲的に奉仕活動ができ、クラブ
の健全な発展に寄与することができるということです。

ロータリーで発行している文献については、文献のカタログがイ
ンターネットで閲覧できるようになっていますので、これを活用
していただきたいと存じます。
ともあれ、ロータリーに関することは生涯学習のつもりで、マス
ターしていただきたいと存じます。

たとえば、ロータリー財団が現在どのような奉仕プログラムを実
行しているのか、ということを知ることによって、自分のしよう

－２－

■委員会報告
（奉仕プロジェクト委員長

◎白木誠一 5,000 円
今日は、大友ガバナー補佐と河島ガバナー補佐幹事の来訪を歓迎
してスマイルします。御指導宜しくお願いします。

永野 昭一 )

・慈愛園サマーキャンプの件
慈愛園よりお礼状、子ども達からのお礼紹介

◎宮川義行 5,000 円
昨日、アクトの例会に松本一也さん、小畑さんと３人で出席しま
した。どのような奉仕活動があるのか、アクトとして何をしてい
くのかを話し合っていました。一也さんが今までの奉仕活動の説
明をされていましたが、ロータリーとしての助言も非常に有意義
だと感じました。ロータリアンとしての経験を若いアクトに伝え
ていく事ができるように、多くの皆さんのアクト例会への参加を
期待しています。

・ＩＴ同好会の件
2017/8/23（水） 14：00 〜

■委員会報告
（クラブ管理運営委員長

内田 信行 )

・日帰り親睦家族例会の件
８月２６日（土）６時４０分熊本駅集合、
会費は当日徴収します。

◎潮谷愛一 5,000 円
西日本新聞社から妻 義子の本が出版されましたので。

・永野会長杯取り切り戦ゴルフ大会の件
９月１５日（金）９時集合、９時２７分スタート

◎吉田嘉昭 3,000 円
大友ガバナー補佐、河島地区副幹事のご来訪ありがとうございま
す。本日は宜しくお願いします。

阿蘇グリーンヒルＣＣ、参加費３０００円

◎内田信行 3,000 円
大友ガバナー補佐、河島ガバナー補佐幹事の来訪を歓迎して。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員

月日

松岡 泰光）

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

28

1

29

74.36

24

6

30

78.95

会員数 出席者数

40
08 月 02 日 （免 1）
39
40
08 月 09 日 （免 2）
38
40
08 月 23 日 （免 2）
38

◎松本繁

26

3,000 円

親愛なる大友ガバナー補佐、河島ガバナー補佐幹事のご来訪を心
より歓迎しスマイル致します。
◎岡本千代門 2,000 円
久しぶりのホームクラブ出席です。

68.42

ガバナー補佐訪問 第１回クラブ協議会

出席免除
08 月 02 日

住江

正治

08 月 09 日

住江

正治

鷲山法雲

08 月 23 日

住江

正治

鷲山法雲

■歓迎のことば
（会長 白木 誠一）

欠席者（10 名）
08 月 02 日

内田 敏視 岡本千代門 西村 陽介
島村 徹男 益田敬二郎 白石 繁
堤
勝也 山本 浩之 山坂 哲生
草村 安宏

■ガバナー補佐挨拶
（ガバナー補佐 大友 利行）

今度の 100% 出席の日は 08 月 26 日です。
（8 月 30 日より例会変更の為）

■クラブ運営方針
（会長 白木 誠一）

■クラブ概況報告

■スマイル

（副幹事 吉田 嘉昭）

（親睦・スマイル担当委員 岡本 千代門）
◎大友利行、河島一夫 6,000 円（熊本グリーンＲＣ）
ガバナー補佐、地区副幹事、御邪魔致します。今日の協議会宜し
くお願い致します。

－３－

■講評

■委員会活動報告

（ガバナー補佐 大友 利行）
・クラブ管理運営委員会 （委員長

内田

信行）

親睦・スマイル／出席プログラム
会報・雑誌（担当委員

村瀬

直久）

■閉会のことば
（副会長 内田 信行）

■点鐘
・会員増強委員会（委員長
会員増強（担当委員

白石

繁）

松本

繁）

ロータリー情報（担当委員

鈴木

・公共イメージ委員会（委員長

宮川

社会奉仕担当委員

潮谷愛一
松本

国際奉仕担当委員

成司

小畑

昭博）

永野

学）

昭一）

義行

青少年奉仕奉仕担当委員
姉妹クラブ担当委員

義親）

福井

・奉仕プロジェクト委員会（委員長
職業奉仕担当委員

慈愛園サマーキャンプお礼紹介

前田

・ロータリー財団委員会（委員長

一也

中島祐爾

・長期戦略委員会（委員長

松本

繁）

・Ｓ．Ａ．Ａ．
（前田日出夫）
・会計（山田

編集者

公也）

－４－

村瀬

直久

