第３７回例会記録（通算第 2646 回）
平成 27（2015）年６月１日

本年度 歳祝いの皆さま、おめでとうございます！益々のご健勝を祈念いたします。

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

1.今日の歌
2.来訪者紹介

６/６-９ RI 国際大会＠サンパウロ
６/１３-１４ 第 30 回地区 RAC 研修会

3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 辻口 孝志様
（日本エア・リキード株式会社）

来訪者紹介
高杉 稔様
大庭 佳美様（熊本水前寺公園 RC）

＠ホテルサンバリーアネックス
６/２０ IAC 次期会長・幹事研修会
＠ユースピア熊本
６/２７ 2015-16 会員増強セミナー
＠ホルトホール大分

植野堀 洋様（熊本水前寺公園 RC）

9名の奨学生の皆さんが決定いたしました。今後はロー
タリー寿崎奨学会委員会の皆さんに奨学生の各カウン

会長報告（渕田俊郎君）
皆さん、こんにちは。本日は恒例の歳祝いの祈願祭

セラーの人選、及び奨学生の皆さんへのオリエンテー

肇

ション等をよろしくお願いいたします。先月の“ロー

会員の卆寿・杉田辰彦会員の米寿・山本博史会員の還

タリーの友”の中に「独自の奨学金を持つクラブ」と

暦、皆さまおめでとうございます。お三方のこれから

いう記事がありました。読まれた方もあると思います

の益々のご健勝とご活躍をお祈りいたします。また、

が、内容は、海外留学生を対象にした事例、又、地元

本日より新入会員として入会されました、朝日生命熊

の高校生を対象にした事例が掲載されていました。制

本支社長、向臺行雄様のご入会を歓迎いたします。

度運営はどこのクラブも厳しく、静岡県のあるクラブ

が漆島典和会員の代継宮にて行われました。寿崎

さて、今月で今年度の最終月になります。本日、田

は会員のスマイルや地区補助金を頂いて、学生さんが

川会長は海外出張でございますが、先週の例会前に

地域・国家・世界で、将来有用な人材に育つ一助けに

「いよいよあと１ヶ月ですね」というお話をさせてい

なればという思いで奨学事業を継続しているという話

ただきましたら、ようやく肩の荷が一つだけ降りま

も書かれていました。奨学金制度を持つクラブでは高

す、と少し安堵されていました。喜讀幹事も最近は顔

校生には次世代を担う立派な青少年に育って欲しい。

色が非常によくなっておられる感じがしています。今

又、海外の留学生には、交流を深め国際理解と親善に

日を除きますと、あと 4 回です。気を引き締めてよろ

役立つ人になって欲しいという願いで奉仕活動を継続

しくお願いします。先週、ロータリー寿崎奨学会の面

して行きたいと言われています。このような記事を見

接を、坂本研一理事・喜讀宣友幹事・通訳も兼任いた

て、広く各地のクラブの現状・社会を知る事で私共の

だいた馬場大介会員とともに実施しました。来年度は

糧になればと感じました。

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

幹事報告（喜讀宣友君）

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程変更

1.本日、向臺行雄様（朝日生命保険㈱）が入会されました。

[変更前] 6月23日（火）１2：30～

2.本日より「クールビズ」となります。

[変更後] 6月27日（土）18：00～

3.本日18：30より新茶家にて年祝いの会 親睦会を開催いた

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

します。ご出席の会員はよろしくお願いいたします。

[日

程] 6月24日（水）１2：30～

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６２名

出席数
３６名

出席率

前々回
修正出席率

62.07％

７８.５７％

出席規定適用免除者

6名

程] 6月24日（水）１8：30～

○北ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 6月25日（木）１2：30～
[変更後] 6月24日（水）18：30～
［場 所］ 麦菜館

欠席記録免除者 1名

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会
[日

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

程] 6月25日（木）１9：00～

○城東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 6月29日（月）１2：30～

例会変更のお知らせ

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

[日

[変更後] 6月30日（火）１8：30～

程] 6月8日（月）１8：30～

［場 所］ 日本料理 おく村

［場 所］ ニュースカイ ブランミュール

○平成ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[変更前] 6月10日（水）１2：30～

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

[変更後] 6月13日（土）9：00～

[変更後] 6月30日（火）１9：00～

［場 所］ 丸山ハイランド

［場 所］ 松屋本館

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会

[日

[日

程] 6月10日（水）１8：30～

程] 6月30日（火）１2：30～

［場 所］ マリーグレイス
○中央ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

熊本水前寺公園 RC よりご案内

程] 6月12日（金）１8：30～

（大庭佳美様・植野堀

洋様）

［場 所］ 新茶家
○城東ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 6月15日（月）１2：30～
[変更後] 6月12日（金）18：30～
［場 所］ 新茶家
○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 6月16日（火）１2：30～

○東南ＲＣ～親睦会のため場所変更

RI 第2720地区 「ブライダル交流パーティー」開催のご

[日

案内。

程] 6月17日（水）１8：30～

［場 所］ 仲むら

【日

時】6/21（日）15：00セミナー

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間変更

【会

場】メルパルク熊本

[変更前] 6月17日（水）１2：30～

【参 加 費】4,000円（当日集金）

[変更後] 6月17日（水）１8：30～

【参加資格】会員子女及び会員が推薦できる方、ロータ

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間変更

15：30開宴

リーの独身会員

[変更前] 6月17日（水）１2：30～
[変更後] 6月17日（水）１8：30～

今期最後の開催となります。多数のご参加をお待ちして

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

おります。

[変更前] 6月18日（木）１3：00～
[変更後] 6月18日（木）19：00～
［場 所］ 未定
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新入会員自己紹介 1回目（向臺行雄君）

○渡邉秀章様

Ⅲ

ご無沙汰しております、渡邉です。おかげさまで 5 月
30 日午後 0 時 8 分、無事「孫」が生まれました！2,890g
の元気な男の子です。予定日は 5 月 17 日でしたので
少々気を揉みましたが無事生まれて感謝です。すでに
ご報告させていただいた方からはたくさんの祝福の
お言葉をいただきました。ありがとうございます。こ
氏名：向臺行雄君（むかんだい ゆきお）

れからは「孫バカじいじ」として精進します。皆さま

生年月日：昭和44年11月7日

にご報告と感謝のスマイルです。

勤務先：朝日生命保険株式会社熊本支社
推薦者：高宮

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・藤見泰之君

宏君・田川憲生君

新入会員の向臺行雄さんを歓迎いたします。また、本
日のご来訪者、熊本水前寺公園 RC 大庭様・植野堀様、

委員会報告

本日の卓話者 高杉稔様を歓迎いたします。よろしく

●親睦活動委員会（井上雅文君）

お願いいたします。

［結婚祝］

［誕生祝］

○堀川貴史君・漆島典和君

山本 円君

6.6

岩野衆次君

6.6

今年度・次年度 地区ブライダル推進委員会 大庭委員

倉崎保広君

6.15

玉田光識君

6.13

長、植野堀委員のご来訪を心より歓迎いたします。来

原 裕一君

6.17

齊藤直信君

6.18

期は大変お世話になります。

吉行邦夫君

6.20

久峨章義君

6.18

田中裕司君

6.20

馬場 啓君

6.21

本日は早朝より代継宮へお越しの卒寿 寿崎

田中裕司君

6.20

米寿の杉田辰彦会員、還暦の山本博史会員には心より

濱田定勝君

6.27

お祝い申し上げます。また、応援団でご参列いただき

工藤青史君

6.30

ました会員の皆さまへ心より感謝いたします。

○漆島典和君

○後藤

Ⅹ
肇会員、

博君

本日は1日でもあり年祝いということで、代継宮に参
拝させていただきました。漆島会員のおかげで身も心
も清められた気がします。また、本日卓話でお越しい
ただいた高杉稔さんのお話を楽しみにしております。
PS.今村会員、新しい髪型似合っていますよ。
○高宮
［結婚祝］

宏君

新入会員の向臺行雄さんの入会を心より歓迎いたし
ます。推薦者ですので、皆さんどうぞよろしくお願い
いたします。
○向臺行雄君
［誕生祝］

本日より入会させていただきました、朝日生命保険の
向臺でございます。これからどうぞよろしくお願い申

◆次年度姉妹クラブ委員会報告（坂本幸樹君）

し上げます。

姉妹クラブであります台北大同扶輪社より、8/1～6

○寿崎

の日程で交換留学生 5 名がホームステイのため来熊

肇君

おととい、5/30（土）中津中央 RC の創立40周年記念

されます。つきましてはホストファミリーを募集いた

式典に参加しました。にぎやかな記念行事でした。熊

します。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

本南 RC の60周年もあのようにやると楽しいと思いま
した。昨日5/31（日）はロータリーリーダーシップ研

●スマイルボックス（園田修司君）
○大庭佳美様・植野堀

究会に参加。勉強になりました。講師の中村清治先生

洋様（熊本水前寺公園 RC）

はクラブ例会で必ず報告せよとのご命令。クラブの全

皆さま、こんにちは。本日は貴クラブに2名で参りま

員がこのリーダーの勉強をしますと、自社の業績が見

した。ブライダル地区委員長をしております。6/21今

違えるほど向上するものだと思いました。

期最後の「合コン」をメルパルクにて開催いたします。
お時間がありましたら見学においでください。
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○永井富士雄君
2014年度の寿崎奨学生 李

課の主催で宮本武蔵の朗読劇「花ごろも竹の風」を邦
争徽さん、章

丹芬さん

楽、地唄舞いのメンバーと共演。2003年に熊本で朗読

より近況報告がありました。2人とも日本で就職し楽

勉強会『えくてもぁ』を立ち上げ、朗読ライブ活動を

しく仕事をしています。熊本南 RC の皆さんのお力添

開始。2007年に朗読専門の劇団、朗読倶楽部『子午線

えが業務に活かされているようです。特に事務局の東

の会』を旗揚げ。旗揚げ公演には平家物語に挑戦し、

さんにはお世話になりましたとのことでした。

シャンソンをも朗読してしまう。2008年より九州を代

○木村弘訓君

表するジャズピアニストの豊田隆博氏と、朗読とピア

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

ノのバトルコラボを定期的に開催し、熊本 RKK のドキ
ュメンタリー番組のナレーションなども努める。現在

●外部卓話（三角雄介君）
「朗読について」

は熊本市の「ほたる家」「BAHIA」、福岡市の「Space
高杉

稔様

Terra」で定期的にライブ活動をしている。
◆5/30 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
in アスパル富合

プロフィール
1954年（午年）生まれ。青森県弘前市出身。中学時代
から演劇の道を志す。演劇の修行のために上京東海大
学教養学部卒業。在学中に文学座付属俳優養成所に入
所。卒業後は「五月舎」で演出家の木村光一氏に師事
し、その後に勝アカデミー（勝新太郎の俳優養成所）
第一期生を経て、フリーの舞台俳優としてプロデュー
ス劇団「跫（あしおと）の会」の結成に参加。異種メ
ンバーによる小劇場公演を多数手がける。児童演劇の
地方巡演や少年少女合唱団のマネージャーをしなが
らシャンソンに出会う。舞台芸術学院のミュージカル
◆6/1 年祝い祈願祭・親睦会 in 代継宮・新茶家

部で照明もてがけ、後に有馬 泉 門下生として東京の
シャンソニエや劇場等でコンサート活動を展開。1987
年に熊本市に居を移す。1989年にシャンソニエ「ほた
る家」
（九州でも数少ないシャンソンのライブハウス）
をオープン。現在はシャンソンアトリエ「ほたる家」
としてライブハウス、ギャラリーとして継続。シャン
ソンの活動では、勉強会『ラ・ポーム・ド・ラ・シャ
ンソン』を熊本と福岡で主宰。2009年に20周年を迎え
た。九州各地でコンサート活動を展開し、シャンソン
の普及に努めている。演劇活動では、1997年に劇団ミ
ネストローネを旗揚げし、小中高生30人以上のメンバ
ーを擁して、全国的にも珍しい子どもと大人の混在す
るミュージカル専門の劇団を結成。1999年の熊本市民
会館自主文化事業として公演したミュージカル「ぎゃ
ん」（オリバーの時代背景を西南戦争に置き換えた熊
本版のオリバー）は、スケールの大きい本格的なミュ
ージカルとして絶賛を博す。朗読の活動では、2001
年に自作の「トロポクの涙」（地雷で妹の命を奪われ
た少年の物語）をオーボエとピアノとの共演で広島県
民文化センターにて上演。2002年には熊本市文化振興
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