第２４回例会記録（通算第 2633 回）
平成 27（2015）年２月１６日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

2/15 「2015 熊本城マラソン」ボランティア参加の皆さん、大変お疲れさまでした！

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

３/２１-２２ 地区大会＠iichiko グランシアタ
３/２８-２９ 会長エレクトセミナー
＠ホテル日航熊本

4.タイ・プロジェクト報告
（国際奉仕委員会）

来訪者紹介
池谷友良様（アスリートクラブ熊本 代表取締役社長）

新しく 30 キロの市民マラソンを作り、熊日 30 キロを合体さ

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんにちは。昨日の熊本城マラソンボランティ
アに参加されました皆さん、大変お疲れさまでした。また、
タイ・プロジェクトでタイへ行かれた皆さんが無事帰国され
ました。大変お疲れさまでした。さて、本日は熊本城マラソ
ン秘話についてお話したいと思います。熊本市が 2012 年
に政令都市となるのを記念して、一年だけ熊本城周辺を
回るマラソンをと企画したのは熊本県レクレーション協会
です。当時の協会会長は永野光哉熊日名誉会長・県体
育協会会長で、県警にも働きかけていました。これが熊本
城マラソンの出発点で、この時までは熊本市は全く市民
マラソンをという考えはありませんでした。一方、熊日 30 キ
ロロードレースは歴史と伝統、フルマラソンへの登竜門と
して日本陸連から高く評価されてきたロードレースでした。
しかし、熊日 30 キロは年々参加者が減り、一時 200 人を
超えていた参加者は 70 人を切っていました。日本陸連か
らも「30 キロは時代に合わない。フルマラソンに切り替えた
ら」と何度も言われていました。当時、私は熊日事業担当
常務でした。そこで、県レクレーション協会の永野会長

せないか」と話しました。アスリートと一般市民が一緒に走る
ことを特徴としました。永野会長から一任を取り付け、熊日
と熊本市に「熊本市民マラソンの新設と熊日 30 キロロード
レースの同時開催」を提案しました。熊日は「コースが変わ
るのはいやだが、30 キロが残るのなら」と了承しました。熊
本市は「事務局体制の整備や県警が認めるかどうか」とど
ちらかと言えば消極的でした。しかし、熊本北署や県警は
「全面的に協力する」と明言。ここから、熊本市も前向きに
変わっていきました。幸山市長からは「事務局は市で持
つ。但し、熊日からも人を出してほしい。30 キロではなく、フ
ルマラソンをやりたい」と言ってきました。問題となるのは①
市民マラソンはフルマラソンか 30 キロか②市民マラソンと熊
日 30 キロを同時開催とするのか、の 2 点に絞られました。
最後は幸山市長親子、こちらは永野会長と私で会食し、こ
こで、「市民マラソンは政令指定都市記念のフルマラソンと
し、熊日 30 キロと同時開催とする」ことで合意しました。今
では 1 万 3 千人が参加する一大イベントに成長、幸山市政
の 1 つの大きな功績となりました。

に、「政令指定都市記念として 1 回だけの開催ではなく、
熊本南 RC 事務局：〒860-8536
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幹事報告（喜讀宣友君）

お願い事項をお話させていただきます。野田ガバナー年

1.熊本東 RC より「2015 熊本市域 RC 新春合同例会 会計

度に向けての本格的な準備がいよいよ今週末より始ま

報告及び剰余金の一部返還について」が届いておりま

ります。2/21（土）ここホテル日航熊本に於いて、「RI

す。（余剰金は雑収入として処理予定）

第2720地区 地区チーム研修セミナー」が開催されます。

2.2015-16年度版ロータリー手帳お買い上げのお願いが

これは野田ガバナーエレクトより、国際協議会の報告と

届いております。購入希望の方は申込書に記入をお願

次年度の地区の方針発表が行われます。出席者は次年度

いいたします。

のガバナー補佐と各部門の部門長、委員長です。我がク

3.野田三郎ガバナーエレクトより次年度テーマのピン

ラブからも久峨章義会員・三角雄介会員が出席予定です。

バッジを会員全員分いただきました。受付にて配布い

また、3/28・29には同じくホテル日航熊本にて、会長エ

たします。

レクトセミナー（PETS）を開催いたします。これは次年
度会長、当クラブは後藤会長エレクトが出席されます。
ガバナーエレクトの方針を聞かれた会長エレクトが各

出席報告（三角雄介君）
会員数
６０名

出席数
３８名

出席率

前々回
修正出席率

69.09％

７１.４３％

出席規定適用免除者

5名

クラブに持ち帰り、クラブの方針を決めていただくこと
となります。その後、5/10地区研修協議会が開催されま
す。これは各クラブの会長・幹事始め、各委員長が参加
されます。この地区研修協議会に於いては、地区内より

欠席記録免除者 2名

約800名が参加予定です。熊本南 RC 会員の皆様はもとよ
り、熊本第4G の各クラブにもコ・ホストをお願いし、委

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

員会を立ち上げ対応していきたいと思います。その際は
皆様方に色々な役割をお願いすることになるかと思い

◆定例理事会報告（田川憲生君）

ますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。また、

・地区大会について ⇒2/16現在19名参加予定。全員登録

地区の組織につきましては、地区委員の方々の選出・決

となるため、今後も参加呼びかけを行うことが承認されまし

定を行っているところですが、委員会によっては委員が

た。

不足している状況です。そこには熊本南 RC の皆様に是

・タイ・プロジェクトについて ⇒詳細報告は2/23例会にて行

非ご協力をいただきたいと思います。どうぞよろしくお

うことが承認されました。

願いいたします。

・次年度協議会について ⇒日程等決定次第報告予定。次
年度より準備予算を立てることが承認されました。

委員会報告

・濱田定勝会員のお見舞いについて ⇒本日の職場訪問時

ございません。

に職業奉仕委員会より行う。また、職場訪問時のお茶代は
職業奉仕委員会予算より支出することが承認されました。

●スマイルボックス（園田修司君）
○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君

例会変更のお知らせ

ロアッソ熊本、池谷社長の卓話とても楽しみです。練

○西稜ＲＣ～職場訪問のため日程場所変更

習試合もよく、今シーズンは期待できそうです。頑張

[変更前] 2月23日（月）１8：30～

ってください。

[変更後] 2月24日（火）10：00～

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君

［場 所］ 日本銀行熊本支店

タイ・プロジェクト、熊本城マラソンボランティアと

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会
[日

もにお疲れさまでした。いずれも熊本南 RC の大きな

程] 3月9日（月）１8：30～

奉仕活動の一つでした。ありがとうございました。

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

○堀川貴史君・漆島典和君・古財良一君・園田修司君

[変更前] 3月25日（月）１2：30～

熊本城マラソンボランティア参加の皆様、お疲れさま

[変更後] 3月25日（月）18：30～

でした。井上雄一朗さん、完走おめでとうございます。

［場 所］ 未定

また、タイから無事の帰国お疲れさまでした。
○塩井泰明君・藤見泰之君

ロータリー情報（堀川貴史君）

タイ・プロジェクトお疲れさまでした。一緒に行けな

先日野田ガバナーエレクトより国際会議の報告等が

くて申し訳ございませんでした。無事のお帰りにスマ

あったかと思います。次年度に向けての準備が着々と進

イルします。

んでいます。私の方でも地区幹事としての準備を行って
いる状況ですが、本日はその途中報告と今後皆さまへの
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○野口泰則君・齊藤直信君

●外部卓話（三角雄介君）

タイ・プロジェクトより帰ってきました。喜讀幹事、

「RISING～絆 180 万馬力～」

坂本研一国際奉仕委員長も大活躍でした。日本語教育

池谷友良様（アスリートクラブ熊本 代表取締役社長）

も始まり、素晴らしい成果が上がり始めています。帰
りにバンコクに寄りましたが、気温34度、日本は0度、
いつも気温差にビックリです。
○今村浩昭君
タイ・プロジェクトに参加の皆様、お疲れさまでした。
応援いただいた皆様ありがとうございました。チェン
ライの里子も7年間で無事卒業となりました。ほっと
しています。また、バンコクでは齊藤直信会員・坂本
研一会員に幻のイーグルの舞台を演出していただき
ました。実りあるプロジェクトに感謝します。
○喜讀宣友君
2/6～11までタイに行ってきましたので、例会等お休
みしてご迷惑をおかけしました。例会の幹事報告をし
ていただいた藤見副幹事、市域 RC 会長・幹事会に代
理出席していただいた西川副幹事、将来の予行演習が
できたことと思います。感謝してスマイルします。
○後藤 博君・馬場大介君・井上雅文君・三角雄介君
水野東洋君・木村仁治君
先日行われました、第4回熊本城マラソンにボランテ
ィアとして参加いたしました。終日寒空の下、沿道整
理でしたが、33キロ付近ということもあり足が動かな
くなったり、倒れこむランナーもいて、応援に徹して
いました。来年もあれば頑張ります。
○吉永彰一君

★リレースマイル★

熊本城マラソンにボランティアでお世話された方、大
変お疲れさまでした。次回のリレースマイルは今村浩
昭会員にお願いします。その次は馬場大介会員です。
○北口 誠君

Ⅱ

熊本城マラソンに参加された井上雄一朗会員、大変お
疲れさまでした。また、ボランティア参加の皆様、大
変お疲れさまでした。
○寿崎 肇君
勉強不足の私は田川会長のお話に視野が広くなりま
す。ありがとうございます。卓話者のお話も経験して
いないお話など有難い30分です。例会出席が楽しみで
す。
○齊藤直信君

Ⅹ

2/7（土）京都にてアテンファースト4勝目。チェンラ
イから国際電話で応援！
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◆2/15（日）「2015 熊本城マラソン」ボランティア

◆2/16（月）職場訪問＠浜田醤油様
今年度第1回目の職場訪問は浜田醤油様にお伺いしま
した。濱田定勝会員、ご協力ありがとうございました。

【例会予定】
3/2 外部卓話 入部祥子様（オハイエ熊本）
3/9

寿崎奨学会報告

3/16 外部卓話 武元和彦様（日本銀行熊本支店長）
3/23 外部卓話 調整中
3/30 定款に基づき休会
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