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例会場■〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 50-1 司ロイヤルホテル内
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玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org
ホームページ http://www.tamanarc.org/

◎ゲスト
（社）全国安全環境ネットワーク協会 専務理事 城戸丈夫様
高木伊都子様
◎今月の誕生日・結婚記念日お祝い
誕 生 日 小篠健一会員 杉谷卓紀会員 堀本武司会員 豊永彰会員
結婚記念日 小関二誠会員 高木孝英会員 田原豊昭会員 上田良一会員
野田政治会員 本田正美会員 高木幸照会員
＊高木幸照会員よりご挨拶がありました。
【会長の時間】鶴田会長

皆さん、こんにちは。まずは、本日ご来訪の一般社団法人 全国安全環境ネットワーク協会 理事の城戸丈
生様 ようこそ、本日の卓話楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。
さて、非常に残念な事でしたが、先週の金曜日に去年の６月まで当クラブの会員でおられました牛島元会員
がお亡くなりになられました。本来であれば退会されていますので、内々に特定の方に連絡をする所でしたが、
故牛島元会員は４０年間に渡り連続出席をされた方で、それだけでもクラブへの貢献は多大なものがあると思
いまして、会員の皆様に FAX にてお知らせを致しました。実は、当クラブを退会後も、個人的にお付き合いをさ
せて頂いておりまして、大変、温厚な方で、ご自分で育てられた野菜を頂いたりしておりました。本当に残念な
ことでしたが、改めて故牛島元会員のご冥福をお祈りいたします。
次に、大変名誉なニュースです。
今月の１７日火曜日に、当クラブ会員の松﨑会員が黄綬褒章を授与されますことが決まったそうです。
皆さんはご存じとは思いますが、どのような方が黄綬褒章の対象となられるのかを調べましたところ、「多年に
わたり仕事に励んできた、人々の模範たるべき人に対して授与される栄典」ということでした。職業奉仕を金看
板とするロータリアンにとって最高の名誉であると思います。また、玉名ロータリークラブにとっても会員の中から

黄綬褒章の受章者が出たということは大変喜ばしく名誉な事であり、今後、会員の皆様の励みになることだと思
います。改めまして、松﨑会員おめでとうございます。
次に、急ではありましたが、先週の土曜日に次年度クラブ奉仕部門委員長会議を開催いたしましたことを御
報告いたします。この会議の参加者は、奉仕部門の各委員長と R 財団・米山奨学委員長、クラブ財政委員長
の皆さんでした。急ではありましたが、もれなく御出席を頂き誠にありがとうございました。そして、色々と建設的
なご意見を頂くことができました。そこで、次年度奉仕部門では、社会に貢献でき、会員のやりがいや満足感の
ある奉仕事業を検討し、実行して頂くことにより、クラブ会員の奉仕への意識を高め、会員増強に繋げていき、
更なる奉仕の機会を増やしていければと思います。詳しくは週報に掲載いたしますので、ご覧いただければと
思います。
最後に、熊本地震の件ですが、余震の方は少しずつ収まってインフラも復旧してきており、県内すべての小
中高の学校も昨日休校が解消されました。しかしながら、依然、今週の月曜日の時点で約１万３千人の被災者
の皆様が避難所生活を余儀なくされておられ、医師が入院を必要と認めたエコノミー症候群の患者も４９人に
増えているとのことです。この様な状況ですので、熊本地震への支援を考えていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。なお、募金箱はスマイル席に有りますが、各テーブルにも硬貨だけになりますが、硬
貨を置くと猫が顔を出して受け取る大石幹事提供の募金箱がありますので試して頂ければと思います。
以上で会長の時間を終わります。
【幹事報告】堀本副幹事
○例会変更
熊本江南 RC・・・５月１８日（水）
・５月２５日（水）ホテルニューオータニ熊本が被災、例会開催困難
のため熊本ホテルキャッスル「キャッスルホール」
「クリスタルホール」に変更
熊本菊南 RC・・・６月

１日（水）創立 30 周年家族会のため６月４日（土）17：30 に変更

６月２９日（水）定款第 6 条第 1 節に基づき取り止め
玉名中央 RC・・・６月
山鹿 RC

２日（木）クラブ協議会のため 18：30 に変更

・・・５月２４日（火）菊池川清掃奉仕作業のため５月２２日（日）8：00 鍋田水遊び公園
に変更
６月２８日（火）最終例会のため 18：30 に変更

○熊本菊南 RC 創立 30 周年記念式典（6/4）震災のため中止のお知らせがきています。
○ガバナーより熊本地震について現状報告②が届いていますので回覧します。
○杉谷 RI 理事より次年度テーマ入りバナーをいただきました。
○第 2720 地区ロータリー熊本地震総合支援室へ義援金第１回目（4/21 例会）¥50,000 を送りました。
（4/28 例会¥3,865）
【スマイル報告】深見委員長
鶴田会長・堀本副幹事・・・高木伊都子様のご来訪心から歓迎いたします。城戸丈夫様の卓話ありがとうご
ざいます。松﨑会員、黄綬褒章授賞おめでとうございます。
大石幹事 ・・・本日は母の急な入院のため欠席いたします。
小篠さん ・・・誕生祝ありがとうございます。
小関さん ・・・誕生祝ありがとうございます。
高木孝さん・・・地震被災の方々、がんばってください。結婚してウン十年になります。よく元気で来られ
たと自分でも感心しています。

高木幸さん・・・結婚記念日お祝いありがとうございます。2 ヶ月ほど欠席いたしました。その間いろんな
出来事がありました。縁ある皆様から温かいご協力とご支援をいただきました。感謝しま
す。
田畑さん ・・・城戸丈夫様の卓話ありがとうございます。5 月度の誕生祝、結婚祝の会員の皆さんおめでと
うございます。
中嶋さん・・・結婚祝、誕生祝の皆様おめでとうございます。
渡邉知さん・・・高木様のご来訪心から歓迎いたします。城戸様の卓話ありがとうございます。誕生祝、結
婚祝の皆様おめでとうございます。今日は良い天気です。熊本県もこの天気のように早くさ
わやかな日がきてほしいですね。松﨑先輩おめでとうございます。

河田さん ・・・5 月の誕生日、結婚記念日の皆様おめでとうございます。今回の震災で自宅と実家が被災し
しばらくロータリー活動にご迷惑をおかけすると思います。申し訳ありません。
千蔵さん・・・友の死を悼みソーリーします。
米倉さん・・・城戸様、高木様のご来訪心から歓迎いたします。城戸さん頑張って！！
吉永さん・・・城戸様、高木様のご来訪心から歓迎いたします。松﨑会員おめでとうございます。
本田さん・・・城戸様の卓話ありがとうございます。がんばってください。
吉岡さん・山田司さん・古賀さん・渡邉太さん・吉田さん・深見さん・・・
高木様、城戸様のご来訪心から歓迎いたします。城戸様の卓話ありがとうございます。
誕生日、結婚記念日お祝いの方おめでとうございます。松﨑会員おめでとうございます。

松﨑さん ・・・春の褒章で黄綬褒章を受けることになりました。
杉谷方さん・・・祖母の葬儀には、ロータリー会員の皆様より花輪等いだきましてありがとうございまし
た。 おかげさまで四十九日も無事に終わりました。最近はなかなか出席できずに申し訳あ
りません。本日も地震がひどかった益城町の特別養護老人ホームに慰問に行かないといけ
なくなりましたので欠席いたします。重ねて申し訳ありません。
豊永さん・・・本日は所用のため中座させていただきます。ソーリースマイルです。
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【出席報告】深見委員長
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本田 松﨑 西村 米倉 田中

１０名

山田邦

山村

【今後のプログラム予定】
５月２２日（日）職場訪問・家族懇親バーベキュー懇親会 おおくらの森こども園 16：00～
（５月１９日（木）の例会を２２日（日）に変更）
【卓話】
「全ては感謝からはじまった」
城戸丈夫様
○がむしゃらな時代
↓スポーツ好きの「スパルタ親父」
↓挫折、反抗期
↓アルバイトの日々、働き癖がつく
↓高校卒業後、就職
↓悪魔のささやき（独立）
↓無一文で熊本に帰る
↓再就職し、共同で会社設立
↓結婚し、順風満帆の日々
↓事業の拡大
↓妻の病気
↓「小林正観さん」との出会う「ありがとう」
↓見方をつくる「無敵」
↓全てを清算
○新たな船出
↓全てを清算、ゼロからのスタート
↓「働く」＝傍を楽にする
↓「一所懸命」
↓“念”を入れて生きる
↓「今今と今という間に今ぞ無く、今という間に今ぞ過ぎ行く」
↓事件が起きる（またもや落とし穴）
↓訴えられる（会社乗っ取りの危機）
↓「感謝」の実践
↓無敵の結果
「威張らない、怒鳴らない、怒らない」
「競わない、比べない、争わない」
○現在の活動
現在、熊本県内を中心にみまもりカメラ 380 台を運用
↓
県内 1000 台、全国 10 万台を目指す
警察や行政、自治会との連携を強化し公益性を深める
・熊本県警本部内に「自動販売機の防犯対策協議会」を発足
・
「防犯くまもと県民会議」での活動発表
・熊本県との協定締結
＊昨年までに 100 件の捜査協力を行い、検挙や紛争の解決に益々期待されている。

「一灯照隅、万灯照国」
座右の銘：
「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」
（松尾芭蕉）
【次年度各委員会への希望事項】鶴田会長エレクト
奉仕プロジェクト委員会

（次年度奉仕部門委員長会議 5/7 江戸長にて）

本田委員長

・各委員会と共に社会が認めるような玉名ロータリークラブの顔となる事業、会員のやりがいや満足感の
ある事業は無いのかを検討して頂き、社会に貢献する事業を行うことにより、地域社会における玉名ロ
ータリークラブのイメージアップを行い、会員増強やクラブ会員の奉仕への意識を高めることにつなげ
て、更なる奉仕の機会を増やして頂きたい。
職業奉仕委員会 豊永委員長
・職場訪問については、会員の関心度や希望を調査して頂き、より多くの会員が参加して有意義なものと
して頂きたい。
・各会員の職業上の内部卓話をプログラム委員長と協議の上で計画して頂きたい。
・各会員の職業上の知識や能力等を活かした奉仕活動はないか検討して頂きたい。
・５０周年就活事業で会員の職業上のスキル等を活用する場合は協力して頂きたい。
社会奉仕委員会 西村委員長
・社会のニーズや会員の関心を調査し実施する奉仕活動を検討して頂きたい。
・奉仕活動の実施に当たっては、事前に広報委員会と十分に連携を取って地域社会への PR につなげて頂
きたい。
・地域社会で奉仕活動をされている個人や団体を調査し表彰して頂きたい。
・５０周年就活事業を社会奉仕事業と捉えて協力して頂きたい。
ブライダル委員会 山田（司）委員長
・玉名郡市における新たなブライダル事業を検討して頂きたい。
・地区が実施するブライダル事業の進捗状況をクラブに報告して頂きたい。
国際奉仕委員会 中嶋委員長
・５０周年記念大会における馬山中央ロータリークラブ来訪の際は、５０周年姉妹クラブ委員会に協力し
て頂きたい。
また、今後の交流を継続していく上で、どのような交流が望ましいのかを会員の意識調査等を行い検討
して頂きたい。
・国外でのニーズや会員の関心を調査し実施する奉仕活動を検討して頂きたい。
・RI が実施するポリオ撲滅の進捗状況をクラブに報告して頂きたい。
・広報委員会と連携して奉仕活動を地域社会に PR して頂きロータリーのイメージアップに繋げて頂きた
い。
青少年奉仕委員会 田中委員長
・インターアクトやローターアクトの活動を支援し、指導や助言をして頂きたい。
また、玉名ロータリークラブの奉仕活動への参加を呼び掛けて頂きたい。
・地域社会のニーズや会員の関心を調査し、スポーツ行事等への共催、支援、協賛を検討して頂きたい。
・少年少女空手道錬成大会の際に広報委員会と連携しマスコミ等を利用した社会への PR 活動を行って頂
きたい。
R 財団・米山奨学委員会 村上委員長
・５０周年地区補助金委員会の地区への補助金申請を支援して頂きたい。

・財団活動の意義を会員に説明し寄付を奨励して頂きたい。
・ポリオ撲滅に対する募金の意義を会員に説明し寄付を奨励して頂きたい。
・広報委員会と連携して RI が実施する奉仕活動や財団創設１００周年を迎えることを地域社会に PR し
て頂きたい。
クラブ財政委員会 山田（邦）委員長
・５０周年会計委員会との連携を密に取って健全な事業運営をアドバイスして頂きたい。
・クラブの財政状況を常に把握して、必要に応じてクラブにアドバイスして頂きたい。
・会員に対して会費の早期納入の必要性を説明して頂き、幹事と協力して会費、負担金の早期納入に努め
て頂きたい。
・財政面から、玉名ロータリークラブが健全で活発な奉仕団体として最低限必要な会員数と適正な会費の
額を検討して頂きたい。
クラブ戦略計画委員会 鶴田委員長 （組織図参照）
・次年度よりクラブ戦略計画委員会を設置することといたしました。
この委員会の目的は、単年度の活動を超えてクラブの奉仕活動やクラブ管理等について数年先を見据え
た計画を策定し、理事会が諮問する委員会です。
あくまでも、決定は理事会が行います。
・メンバーは、前々会長・幹事から次々年度の会長・幹事とします。

