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金井昌道君・大津英敬君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！ 

4.第 2720 地区ローターアクトより「第 29 回大分グループ留

学生交流会のご案内」が届いております。参加希望の方

は申込書にご記入をお願いいたします。 

5.米山梅吉記念館より「館報 Vol.27」が届いております。 

6.オハイエくまもとより「第 7 回とっておきの音楽祭、交流

会」への支援お礼と冊子が届いております。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 4月12日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月14日（木）１8：30～ 

[場  所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」 

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 4月13日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月14日（木）１8：30～ 

[場  所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」 

○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 4月13日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月17日（日）１2：30～ 

[場  所] なみの高原やすらぎ交流館 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。激動の 2 週間が過ぎ、久しぶ

りにゆったりとした時間を過ごせた１週間でした。

3/20 オハイエくまもと とっておきの音楽祭から始ま

り、3/26-27 地区大会が開催されました。小さな失敗は

ございましたが、全体的に見て成功だったのではない

でしょうか？この失敗は今後に活かしていかなければ

ならないと思います。 

さて、本日より 2 名の方が入会されました。後ほど

ご挨拶をお願いします。また、本日の卓話は森本康文

君の新入会員卓話です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.台北大同扶輪社より、歓迎会お礼と地区大会開催への

お祝い（400,000円）が届いております。 

2.八代南 RC より「創立40周年記念式典・祝賀会出席のお

礼」が届いております。  

3.熊本西南 RC より「創立40周年記念式典並びに祝宴のご

案内」が届いております。参加希望の方は申込書にご記

入をお願いいたします。  

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.新入会員卓話 桑原幸雄君 

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

４/２５ 新入会員歓迎会 

＠ホテル日航熊本「アソシェッド」 

５/１４ 2016-17 会員増強・管理運営合同

セミナー＠熊本学園大学 

５/７  宇土 RC 創立 30 周年記念式典 

     ＠ホテルニューオータニ熊本 

５/２８-６/１ 国際大会 in ソウル 

 

 

 

第３１回例会記録（通算第 2681 回）  

平成 28（2016）年４月４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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○江南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 4月13日（水）１8：30～ 

[場  所] 紅蘭亭 

○中央 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 4月15日（金）１2：30～ 

[変更後] 4月14日（木）１8：30～ 

[場  所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」 

○西稜 RC～清掃作業のため日程場所変更 

[変更前] 4月18日（月）１8：30～ 

[変更後] 4月17日（日）未定 

[場  所] 西稜の森下草刈り 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月21日（木）１3：00～ 

[変更後] 4月21日（木）19：00～ 

[場  所] 未定 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月28日（木）１3：00～ 

 

出席報告（井上雅文君）                 3/26 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ６３名 100.0％   ８９.４７％ 

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） 

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３８名 67.85％   ８０.７０％ 

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） 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（大津英敬君） 

  

 

 

 

 

 

氏名：大津 英敬（おおつ ひでゆき）君 

生年月日：昭和40年9月22日 

勤務先：株式会社ヒデコーポレーション 

推薦者：吉永彰一君・後藤 博君 

 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（金井昌道君） 

 

 

 

 

 

 

氏名：金井 昌道（かない まさみち）君 

生年月日：昭和33年7月27日 

勤務先：西部ガス株式会社 熊本支社 

推薦者：高宮 宏君・後藤 博君 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（雑賀庸泰君） 

  

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。私は現在、熊本市役所前で弁

護士事務所を開いております。出身は荒尾市です。雑

賀という名前は和歌山地方の名前のようですが、私自

身は和歌山で暮らしたことはございません。その昔、

雑賀一族という豪族集団がおり、信長、秀吉と争い、

敗れて全国に散ったという顛末です。鉄砲部隊・忍者

部隊を擁しており、伊賀・甲賀・雑賀と覚えていただ

けますと幸いです。また、趣味はサッカーと麻雀です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。後藤会長からも報告がござい

ましたが、先週3/26地区大会が無事終わりました。熊

本南 RC の皆さま方にはホストクラブという大役を、

渕田俊郎実行委員長を筆頭に一丸となってサポート

いただき、野田ガバナー共々感謝申し上げます。なか

なか行き届かない部分もございましたし、反省すべき

点もございました。今後どのような形で引き継いでい

くべきか考えたいと思います。また、地区大会ホスト

クラブ、コ・ホストクラブの打ち上げを4/21に開催い

たします。スケジュールの合う方は是非ご参加くださ

い。大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。 
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◆米軍音楽隊実行委員会報告（三角雄介君） 

  

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。米軍音楽隊実行委員会より報

告です。6月21日（水）米軍音楽隊によるコンサート

を熊本県立劇場にて開催いたします。つきましては、

実行委員会を組織、各委員会を作って行きたいと思い

ます。詳細はまたお知らせいたしますが、今後の予定

としましては、4月中にチケット・パンフレット・ポ

スター等の作成、5月20日頃までに各クラブを訪問し

チケットの販売を行いたいと思います。皆さまのご協

力を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（告坂和紀君） 

 ［結婚祝］           ［誕生祝］ 

園田修司君  4.1        田川憲生君  4.2 

野田三郎君  4.3        林田公治君  4.27 

喜讀宣友君  4.19 

松本嘉七君  4.22 

井上雅文君  4.23 

漆島典和君  4.28 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・坂本幸樹君 

木村仁治君 

 新入会員の金井さん、大津さんのご入会を心より歓迎

いたします。当クラブに早く慣れていただき、奉仕の

精神も持ちながらお楽しみいただけたらと思います。

森本さんの新入会員卓話ありがとうございます。かな

り仕込んでいただいているとのことで感謝いたしま

す。また、東矢さんの久しぶりのご出席を心より歓迎

いたします。 

○渕田俊郎君・坂本研一君・古財良一君・園田修司君 

 井上雅文君・永井富士雄君・藤見泰之君・北口 誠君 

 新入会員の大津さん・金井さんを歓迎し、祝福のスマ

イルをいたします。ロータリーライフを共に歩みまし

ょう。また、地区大会お疲れさまでした。打ち上げで

の桜も美しく感動いたしました。 

○高宮 宏君 

 金井さん、大津さんの入会を心より歓迎いたします。

また、4 月に入り人事異動もありました。杉光会員、

社長就任おめでとうございます。また、園田会員、青

年江原会の副会長就任お疲れさまです。 

○寿崎 肇君 

 熊本南 RCがホストの第 2720地区大会の大成功を心よ

りお歓び申し上げます。各責任者の方の素晴らしさ、

会員皆さまの黙々と責任を果たしておられますお姿

には感動いたしました。楽をさせていただいた者とし

て感謝申し上げます。 

○渕田俊郎君・堀川貴史君 

 地区大会が無事終わりました。お世話になりました。 

○古財良一君 

 3/20 オハイエくまもとでは大変お世話になりました。

大成功でした。また、地区大会では出演の機会をいた

だき、ありがとうございました。オハイエのみんな喜

んでいます。ありがとうございました。 

○金井昌道君 

 本日から入会させていただきます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

○大津英敬君 

 歴史と伝統ある当クラブに入会でき、大変うれしく思

います。また、娘が志望校に合格しました。 

○杉光定則君 

 3/31のRKKメディアプランニング臨時株主総会におい

て、RMP の代表取締役社長に就任いたしました。微力

ですが社業発展のため頑張ります。今後とも皆さま方

のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○今村浩昭君  3Ⅹ 

 先日、亡き父の葬儀に熊本南 RC よりたくさんのご弔

問、ご弔電、ご香典、ご献花を賜りまして心より御礼

申し上げます。甚だ勝手ではございますが、スマイル

の場を借りて厚く御礼申し上げます。 

○藤見泰之君 

 生後 6 ヶ月を迎えた長男へ、安全床マット替わりに 2

畳分の畳を倉崎会員に作っていただきました。すると

2 日目にして初めて寝返りをいたしました。これも倉

崎会員の畳のおかげと感謝しております。 

○田川憲生君 

 術後の体力が回復中で、地区大会のお手伝いや出席が

できず、誠に申し訳ありませんでした。お詫びのスマ

イルです。お疲れさまでした。 
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●新入会員卓話（木村仁治君） 

「不動産投資に重要な3つのポイント」について 

                森本康文君 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/11 第 31 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 地区ガバナー（１） 

本年度は当熊本南ロータリークラブより 4人目とな

る野田三郎ガバナーを輩出しておりますので、今週

と来週は地区ガバナーについて述べたいと思いま

す。地区ガバナーとは、7 年以上のロータリー歴を

有するロータリアンで、クラブ会長（任期完了）経

験者の中から就任日の 24か月以上 36か月以内に選

ばれます。選出されたロータリアンは「ガバナーノ

ミニー・デジグネート」という肩書を担い、ガバナ

ーに就任する 2年前の 7月 1日にガバナーノミニー

の肩書を担うものとします。ただし、2004 年規定審

議会の決定で、たとえ 12 か月に満たなくても新ク

ラブの加盟認証日から 6 月 30 日まで 6 か月以上あ

った場合、創立会長も有資格であることとなりまし

た。地区ガバナー指名委員会による指名候補と、別

にクラブ推薦の対抗候補も出すことが出来ます。対

抗候補がないと指名候補がガバナーノミニーとな

ります。対抗候補が出ると郵便投票になります。ガ

バナーノミニーはその後国際大会で選挙され、ガバ

ナーエレクトとなり、国際協議会に出席し研修をう

け、7 月 1 日よりその任について地区ガバナーとな

ります。ガバナーが空席となった場合には、ガバナ

ー指名委員会は、1 名のパストガバナーを副ガバナ

ーに選出します。副ガバナーの役割は、ガバナーが

一時的あるいは恒久的にガバナーとしての任務の

続行が不可能となった場合に、ガバナーの後任にな

ることです。 

 

◆3/28 花見の会＆地区大会打ち上げ＠熊本城 

  

 


