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例会日■毎週木曜日／PM12:30～13:30
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
TEL(0968)73-8888 FAX(0968)73-8008
事務所■〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 540-1 安東アパート 102 号室
TEL(0968)73-3399 FAX(0968)74-3939
平成２８年７月２１日 №２３０８

玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org
ホームページ http://www.tamanarc.org/

◎ビジター
山鹿ロータリークラブ
前ガバナー補佐 猿渡孝敏様
会長 坂元博二
幹事 村上由香
直前会長

田口淳様

直前幹事 阿部和良様
副幹事 原口浩様
出席委員長 朝倉信洋様
荒尾ロータリークラブ
会長 鴻江和洋様
幹事 那須敏様
＊皆様よりご挨拶をいただきました。
◎杉谷卓紀会員へ米山記念奨学会より感謝状＜米山功労者第 21 回メジャードナー＞とピンバッジが届いて
おります。
【会長の時間】鶴田会長

皆さんこんにちは。
本日は、山鹿ロータリーの坂元博二会長、村上由香幹事、原口浩副幹事、朝倉信洋出席委員長、そして、
猿渡たかとし前ガバナー補佐、田口じゅん直前会長、阿部かずよし直前幹事、そして、荒尾ロータリーから鴻
江かずひろ会長、那須さとし幹事ようこそ、歓迎致します。
昨年度は大変お世話になりました。
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
いよいよ梅雨も明けて、暑い日が続いていますが、全国的に熱中症が増加しているようです。

皆様におかれましては、十分に水分、塩分、休憩をとって頂き、また、職場で十分に適応していない新人の方
には、特に注意して頂きたいと思います。ベテランの方とは、作業によっては、２度から５度の体感差があるそう
です。
さて、先週は玉名中央 RC に新年度の挨拶と５０周年記念式典の案内に行って参りましたため、例会には出
席できませんでした。その間、山田直前会長には代行して頂きありがとうございました。
その時、皇室の生前退位について皇室典範(ﾃﾝﾊﾟﾝ)改正が、現在検討されていることについてお話がありまし
たが、ロータリーにとっても変革の年になるかもしれず、シカゴにおいて開催された３年に一度の「規定審議会」
において、会員身分や例会に関してより多くの裁量をクラブに委ねる立法案がいくつか採択されました。
まず、会員身分についてですが、RI 定款から会員資格６項目は削除され、
「職業上および（または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）世界において奉仕する
意欲のある人」という簡潔な会員資格に変わり、クラブが細則で独自に決定できることとなりました。
また、例会運営については、これもクラブ細則の変更で例会頻度を「毎月最低２回の例会開催」に変更するこ
とができることとなりました。 更に、技術的インフラが整えば E クラブのようにオンラインでの出席も可能となりま
した。
当クラブとしましては、昨年度の地区大会において李東建前 RI 会長が「ロータリーの主体はあくまでも各クラブ
である。」とおっしゃったように、玉名 RC クラブとして、今後の例会運営、奉仕活動、会員増強を見据え、十分
に理事会において審議検討し、認められた裁量の中で、取り入れるべきことは取り入れて行きたいと思います。
今回、全部で８９件が審議され採否が問われました。
詳しくはウェブサイトでご覧になるか、事務局に印刷物を準備しておりますので、ご覧頂きたいと思います。
最後に、今年度は玉名ロータリークラブの５０周年であり、奇しくもロータリー財団１００周年という記念すべき年
となりました。
そこで、この機会に是非、新会員の入会を促すきっけとして頂きたいことと、やはり本日協議会を開催致します「５
０周年記念式典」を全会員一丸となって知恵を出し合いながら成功に導きたいと思いますので、どうぞよろしくお
願い致します。以上で、会長の時間を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
【幹事報告】大石幹事
○例会変更
山鹿 RC・・・ ７月２６日（火）お祝い例会のため 18：30 に変更
８月 ２日（火）清掃奉仕作業・早朝例会のため８月７日（日）
7 時「燈籠娘像さくら湯周辺に変更
８月１６日（火）定款第 6 条第 1 節に基づき取り止め
熊本北 RC・・・７月２１日（木）親睦例会のため 18：30 日本料理「松扇」に変更
熊本城東 RC（8/1）
・熊本グリーン RC（8/1）・熊本北 RC（8/4）
↓
ガバナー公式訪問合同例会のため８月５日（金）に変更
熊本東南 RC・・・被災者支援映画試写会プロジェクトのため８月１０日（水）
フードパル熊本に変更
＊定款第 6 条第 1 節に基づき取り止め
８月１０日（水）熊本江南 RC
８月１２日（金）熊本中央 RC
８月１５日（月）熊本城東 RC・熊本グリーン RC・熊本南 RC

８月１６日（火）熊本東 RC
○ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦についてきています。
（高山泰四郎ガバナーノミニーの次の方）
候補者推薦 提出期限 2016 年 9 月 18 日（日）必着
提出先

〒860-0808 熊本市中央区手取本町 11―1 銀染コア地下 1 階
地区事務所内 ガバナー指名委員会

○玉名市空手連盟より第 27 回玉名ロータリー杯少年少女親善空手道練成大会のご案内がきています。
日時 平成２８年８月２８日（日）9 時開会
場所 玉東町体育館
○規定審議会の報告（大分開催）のご案内がきています。
日時 平成２８年９月２２日（木）10：00～12：00
場所 ホルトホール大分
出席対象者 ガバナー補佐・会長・会長エレクト・幹事・幹事エレクト
クラブ研修リーダー・管理運営委員会（クラブ奉仕委員会）
他希望者
○玉名中央 RC・荒尾 RC 週報 ハイライトよねやま 玉名ローターアクト例会報を
回覧します。
○規定審議会報告会（熊本開催）について理事会にて協議しました。
【スマイル報告】豊永副委員長
坂元様・猿渡様・朝倉様・阿部様・原口様・村上様（山鹿 RC）
・・・本日はお世話になります。
田口様（山鹿 RC）
・・・昨年度、お世話になりました。今後共よろしくお願い申し上げます。
鴻江様（荒尾 RC）
・・・今年度の荒尾ロータリークラブの会長を仰せつかりました鴻江（ｺｳﾉｴ）と申します。
よろしくお願い申し上げます。
那須様（荒尾 RC）
・・・荒尾ロータリークラブ幹事の那須です。今年度よろしくお願いいたします。
蓮本様（荒尾 RC）
・・・本日来訪させて頂く予定でしたが、急な所用のため失礼させて頂きます。昨年度は
お世話になりました。
鶴田会長・大石幹事・・・山鹿 RC・荒尾 RC の皆様のご来訪心から歓迎いたします。本日の 50 周年協議会
よろしくお願いいたします。
山田司さん・・・荒尾・山鹿 RC 様のご来訪心から歓迎いたします。
松崎さん・・・山鹿 RC・荒尾 RC 様のご来訪心から歓迎いたします。
田畑さん・・・山鹿 RC・荒尾 RC の皆様のご来訪心から歓迎いたします。
中嶋さん・・・皆様のご来訪心から歓迎いたします。
志賀さん・・・皆様のご来訪心から歓迎いたします。
渡邉知さん・・・たくさんの皆様のご来訪心から歓迎いたします。
杉谷卓さん・・・山鹿・荒尾 RC の役員の皆様のご来訪心から歓迎いたします。
松本さん・・・山鹿 RC・荒尾 RC 皆様のご来訪心から歓迎いたします。本日は先週に続いて押す率 50 周
年フォーラムです。よろしくお願いします。
村上さん・・・山鹿 RC・荒尾 RC 皆様のご来訪を歓迎します。前年度のご活躍と今年度のご活躍を祈りま
す。
田中さん・・・荒尾 RC・山鹿 RC 皆様のご来訪心から歓迎いたします。毎日暑い日が続きます。皆様お体

に気をつけられて業務にお励みください!!
吉岡さん・・・荒尾 RC・山鹿 RC 皆様のご来訪心から歓迎いたします。本日の 50 周年協議会よろしくお
願いします。
本田さん・吉永さん・杉谷方さん・浦田さん・山田邦さん・・・山鹿・荒尾 RC 皆様のご来訪心から歓迎い
たします。
前回までの累計 ￥ ７３，３５０
今

回 ￥ ２９，０００
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【出席報告】豊永副委員長
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４８（４２）名
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２８名

出席率

６６，６７％

前回出席数

２６名

修正出席数

６３，４１名

修正出席率

６３，４１％

出席規定適用免除者

深見 浜田 廣田 古賀 野田
西嶋 小関 津留 高木幸
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【今後のプログラム予定】
７月２８日（木）前年度決算報告並びに今年度予算（案）発表
【卓話】
「第 10 回創立 50 周年協議会フォーラム」
実行委員長あいさつ（松本秀藏）
本日は時間も押しておりますので、簡単にご挨拶をいたしたいと思います。
時間が少し延長するかもしれませんが、ご協力頂ける皆様よろしくお願いいたします。
50 周年式典の記念講演でご講演いただく、末續慎吾 選手が熊本震災に対する寄付として、熊本市に
120 万円のご寄附をされていましたのでご報告いたします。
１．ロータリー地区補助金プロジェクト
玉名ｄｅ就活の概要（渡邉 太郎）
（平成 28 年 7 月 14 日フォーラムのまとめ）
≪企業班≫
・参加企業の参加費については１ブースにつき 1 万円。
・開催当日、人員を出せない企業はブースなしでパネル（会社案内、求人情報の掲載）のみで５千円程

度の参加費。
・後援団体、企業への依頼の実施。
・協賛金集めについては実施しない。
≪運営班≫
・財団補助金申請の進捗状況の確認。
・総合プロジェクト会議の日程確認（進捗状況に応じて開催）
≪広報班≫
・チラシ、ポスター等の検討。
（8 月 5 日開催の花火大会までに用意する）
・本日例会後、第一弾のポスターの打合せ実施。
・ホームページや SNS 等も有効に活用する。
≪設営班≫
・会場のレイアウトや当日のイベントの検討。
・来場記念品の選定。
・10 月 22 日式典当日も会場にブースを設ける。
２．各グループ分科会のまとめ
①第一グループ長（田畑 博隆）
・ご挨拶をお願いしている、熊本県知事・玉名市長へできるだけ早く実行委員長並びに会長より話を通
していただきたい。
・ご来賓の挨拶文を事前にいただき、韓国語での表示を当日実施したい。
・式次第の概要の確認。
②第二グループ長（中嶋 一了）
・式典の司会は、スナックハマダの浜田さんへ依頼を検討中。
・アトラクションで常磐ハワイアンセンターのフラガールを検討中。
（馬山 RC のソプラノ歌手も検討中）
・記念講演は陸上競技の短距離、末續慎吾 選手に 60 分の時間で依頼しております。
③第三グループ長（村上 弘）
・8 月に馬山 RC の参加人数が確定予定。
・式典翌日 10 月 23 日も馬山 RC の皆様を、観光及びゴルフへ案内等を予定していますで会員の皆様
のご協力をお願いいたします。また、23 日の夜は馬山 RC と玉名 RC の懇親会を予定しています。
④第四グループ長（吉田 光範）
・予算については、200 人換算で収入が約 819 万円、支出はアトラクションを除いた部分で約 778 万
円となっております。
各委員会等で当初予算から変更がある場合は、すみやかに報告をお願いいたします。
その他
10 月 22 日式典当日の午前中に、先日行われた規定審議会に関する説明の地区セミナーを開催することと
なりました。

