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武元和彦様より、熊本県の経済状況を中心にお話いただきました。 

 

在来線の高架化に踏み切れなかったことだ。それをと

ても悔やんでいる」と明らかにしてくれました。1970

年代の事です。当時の星子熊本市長に「県がするから

市も一緒にやってほしい」と依頼したそうです。とこ

ろが沢田知事と仲がとても悪かった星子市長は頑とし

て聞かなかったそうです。沢田元知事は「あの時、県

が強引に進めていれば、その後の展開はガラリと違っ

たはず」と述べました。結果として、全国の中でも熊

本の高架化が遅れてしまったのです。知事と市長の仲

が悪いと、こんなことが平気で起こり、そして、それ

は県民に大きなツケとなって回ってくるのです。 

 

 

出席報告（坂本幸樹君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ３８名 66.67％   ７７.５７％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。3 月 14 日、上熊本駅で JR鹿児島

本線高架開業及び上熊本駅舎落成記念式典があり、商

工会議所会頭として出席してきました。高架化事業は

平成 13年度から平成 30年度までを事業期間として進

められています。総事業費は 600 億円で、事業主体は

県、熊本市、JR 九州の 3 者です。今回高架化したのは

鹿児島本線「北側 4 キロの上下線」と「熊本駅部 2 キ

ロ」で、これによって開業述べ延長は約 10 キロで全

体の 8 割に相当します。これによって、15 踏切のうち

13 踏切を除去することが出来ました。本妙寺踏切で

は、ピーク時には 1 回の踏切遮断で 40 台程度が両方

向とも渋滞が発生していたと言われています。これに

伴い、踏切遮断による交通渋滞、踏切事故が解消され

るだけでなく、鉄道により分断されていた地域が一体

化されるため、周辺住民の利便性が飛躍的に向上しそ

うです。また、高架化空間等の多目的な活用による街

づくりへのインパクトなども期待されます。沢田元知

事と話した時の事です。「沢田県政で失政の 1 つが 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 吉村郁也様 

    （熊本県 知事公室 政策参与） 

 

  

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

３/２８-２９ 会長エレクトセミナー 

       ＠ホテル日航熊本 

４/１２ 熊本南 RAC 清掃活動＠江津湖 

４/２２ 第 4 回 熊本市域 RC 会長・幹事会 

       ＠ホテルニューオータニ熊本 

 

第２８回例会記録（通算第 2637 回）  

平成 27（2015）年３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」 

 

来訪者紹介 

武元和彦様（日本銀行 熊本支店長） 



 2 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.ガバナー事務所より「RI ロータリアンの行動規範」変更の

お知らせが届いております。 

2.熊本南 RAC より清掃活動のご案内を再度回覧いたします。

ご参加いただける方は回覧の出欠表にご記入ください。 

3.3/21-22地区大会につきまして、参加される方は各自でご

移動をお願いいたします。（バス手配はございません） 

 

例会変更のお知らせ 

○西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 3月24日（火）１2：30～ 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 3月24日（火）１2：30～ 

○東ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3月24日（火）１2：30～ 

[変更後] 3月26日（木）9：00～ 

［場 所］ 熊本市総合体育館 

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3月25日（水）１2：30～ 

[変更後] 3月25日（水）18：30～ 

［場 所］ 未定 

○平成ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3月25日（水）１9：00～ 

［場 所］ 未定 

○北ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 3月26日（木）１2：30～ 

[変更後] 3月27日（金）１8：30～ 

［場 所］ ユウベルホテル 

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3月26日（木）１9：00～ 

［場 所］ 未定 

○中央ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 3月27日（金）１2：30～ 

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3月30日（月）１8：30～ 

［場 所］ 水前寺 泉里 

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月30日（月）１2：30～ 

[変更後] 3月30日（月）１8：30～ 

［場 所］ グリル クドウ 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月31日（火）１2：30～ 

[変更後] 3月31日（火）19：00～ 

［場 所］ ダイニングカフェ 彩 

○東南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月1日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月1日（水）１8：30～ 

［場 所］ 城見櫓 

○グリーンＲＣ～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 4月6日（月）１8：30～ 

[変更後] 4月2日（木）12：00～ 

［場 所］ 熊本総合車両場 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月7日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月7日（火）１8：30～ 

［場 所］ オーデン 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 4月8日（水）１8：30～ 

［場 所］ 奥ざしき たつのこ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 4月9日（木）１3：00～ 

[変更後] 4月5日（日）未定 

［場 所］ 木原弾正祭 

○西ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月14日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○平成ＲＣ～合同例会のため時間変更 

[変更前] 4月15日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 4月22日（水）１8：30～ 

[変更後] 4月21日（火）１8：30～ 

［場 所］ 長崎次郎喫茶室 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[日  程] 4月23日（木）１9：00～ 

［場 所］ 未定 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 4月29日（水）１2：30～ 

 

次年度地区幹事報告（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

3/21-22開催されます第2720地区 地区大会の中で、「次

年度地区大会ホストクラブ挨拶」の時間を設けていただ

いております。当日参加される会員の皆さん全員に登壇

していただき、キャラバン活動を行いたいと思います。

皆様のご協力をどうぞお願いいたします。地区大会が終

わりますと、翌週には会長エレクトセミナーがございま

す。また、5/10には地区研修・協議会が開催されます。

こちらは規模が大きくなりますので、会員の皆様にはご

理解の上、ご協力をお願い申し上げます。 
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ガバナーエレクト報告（野田三郎君） 

 

 

 

 

 

次年度地区幹事の堀川貴史会員よりお話いただきまし

たとおり、会員の皆様には色々とご協力いただくことと

なります。ご不便をお掛けいたしますが、今後共どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（井上雅文君） 

  4/5（日）9：30～＠城南 CC「ゴルフコンペ」 

  4/7（火）18：30～＠江藤ボートハウス「花見の会」 

  及び、4/11（土）ロアッソ熊本観戦ツアーのご案内。 

  尚、4/11（土）ロアッソ熊本観戦ツアーにつきましては、詳

細が決定次第、改めてご案内いたします。多数のご参加

をお待ちしております。 

 

●スマイルボックス（園田修司君） 

○武元和彦様 

 日本銀行 熊本支店長の武元です。本日は歴史ある熊

本南ロータリークラブの卓話にお声掛けいただきあ

りがとうございます。熊本県の経済状況についてお話

をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・藤見泰之君 

 武元支店長の卓話、楽しみにしています。お忙しい中、

おいでいただき感謝いたします。日本の経済、熊本の

経済の動向がどうなるのか、とても関心があります。 

○野田三郎君・浅山弘康君・三角雄介君・北口 誠君 

 日本銀行 武元支店長のご来訪を歓迎いたします。熊

本経済に関わるものとして、支店長のお話は非常に興

味深いものです。本日はよろしくお願いいたします。 

○寿崎 肇君 

  昨日3/15（日）、大分1985RC の創立30周年記念式典に

参加してまいりました。私のガバナー時代、この RC 創始

者である杉村 PG へのお礼のつもりでした。ロータリークラ

ブに入会させていただき、教えをいただき、感謝申し上げ

る方々ばかりです。ロータリーは勉強するところ。有難いと

ころに入会させていただいております。 

○園田修司君 

  前回の例会を欠席して申し訳ございません。先週のス

マイル報告は藤見副委員長にお願いしました。いつも

より盛り上がったスマイル報告になったと思います。

ありがとうございます。 

 

○工藤青史君 

  久しぶりの出席です。サインメーキャップでかろうじ

て出席率を維持しています。今日も所用のため途中に

て失礼します。申し訳ございません。 

○坂本幸樹君 

  本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（三角雄介君） 

 「最近の経済情勢等について」 

         武元和彦様（日本銀行 熊本支店長） 
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【例会予定】 

3/30 定款に基づき休会 

4/6  会員卓話 野田三郎GE報告 

4/13 ビジネス例会 漆島典和君・藤見泰之君 

4/20 外部卓話 石井昭男様（熊本西 RC） 

4/27 外部卓話 藤本淳一様（九州電力 熊本支社長） 

 


