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11/3（祝）熊本南 RC 杯 第 4 回 熊本県水球競技大会＠熊本済々黌高等学校  

 

 

もう一つ、「大空にそびえて見ゆる高嶺にも登ればのぼ

る道はありけり」解釈：大空に高くそびえ立っている

険しい峰々にも登って行けば、自然と登り得る道はあ

るものであり、どんなに困難なことどんなに険しい道

でも、まずは一歩踏み出してみること、そして一歩一

歩進んで行けば必ず道はあり道は必ず開けてくる。 

代継宮も平安時代の歌人 紀貫之朝臣をお祀りして

おりますので、私も少しずつ和歌の勉強をしたいと思

います。 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.熊本中央 RC より「第8回 熊本中央 RC チャリティコンペ

参加のお礼並びにご報告」が届いております。 

2.宇佐 RC より「創立50周年記念式典ご来訪のお礼」が届

いております。 

3.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位

はご参加をお願いいたします。 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。まず、本日はうれしいご報

告です。田川憲生会員が無事復帰されました。後ほ

どご挨拶をお願いいたします。 

さて、先週 11/3（祝）熊本南 RC 杯「第 4 回 熊本

県水球競技大会」が開催されました。寒い中、済々

黌高等学校の屋外プールで行われましたが、事故も

なく楽しい大会となりました。参加された皆さま大

変お疲れさまでした。 

昨日明治神宮外苑で小さな子供が犠牲となる痛ま

しい事故が発生しました。心よりご冥福をお祈りい

たします。その明治神宮は明治天皇が祀られており

ますが、明治天皇は和歌を数十万首詠まれています。

日本で最初に和歌を詠まれたのが素戔嗚尊（スサノ

オノミコト）と言われています。また、戦国時代の

武将は辞世の句で心情を表していました。明治天皇

の和歌で特に好きなのが「たらちねの親につかへて

まめなるが人のまことの始なりけり」解釈：親と子

との敬愛の情は生まれながらの自然のもの。これが

人の誠の始まりで、広く社会生活を営む基本となる。 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 あんべ光俊様 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１１/１６ 第 1 回職場訪問 

      ＠日本銀行・SMBC 日興証券 

１１/２３ 熊本りんどう RC 創立 10 周年記

念式典＠ホテルキャッスル 

１１/２５ 米山奨学会 カウンセラー報告

会・意見交換会及び懇親会 

      ＠メルパルク熊本 

１２/５  年次総会・年忘れ家族会 

 

 

 

 

第１４回例会記録（通算第 2704 回）  

平成 28（2016）年１１月７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 

野田正広様（㈱熊本地方卸売市場 代表取締役） 
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例会変更のお知らせ 

○江南 RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 11月16日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月16日（水）11：30～ 

[場  所] 博多の食と文化館 ハイハク 

○05福祉 RC～りんどう RC 創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月22日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○菊南 RC～祝日のため休会 

[日  程] 11月23日（祝）１2：30～ 

○りんどう RC～創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月24日（木）１9：00～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（火）１2：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月30日（木）１2：30～ 

 

出席報告（木村仁治君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３９名 68.42％   １００.００％ 

出席規定適用免除者 4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） 

 

臨時理事会報告（漆島典和君） 

1.熊本・大分地震支援プロジェクト申請書について 

（オハイエくまもと支援事業） 

⇒11/7を承認日とする。また、社会奉仕委員会を中心に

支援することが承認されました。 

2.年忘れ家族会について 

⇒12/5夜例会及び総会に変更とすることが承認されま

した。 

3.R 財団への寄付について 

⇒1口＝100ドルで募ることが承認されました。 

4.1/6熊本市域 RC 新春合同例会について 

⇒11/14「定例理事会」再議題 

5.2017-18（次年度）ガバナー公式訪問について 

⇒熊本南・熊本西稜・熊本西 RC の合同開催。ホストは

熊本南 RC が承認されました。（日程は未定） 

 

 

 

 

 

田川憲生パスト会長報告 

 

 

 

 

 

 

 

無事退院と職場復帰のご報告がございました。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（大津英敬君） 

  

 

 

 

 

  [ 誕生祝 ]           [ 結婚祝 ] 

山本博史君   11.3       藤見泰之君   11.1 

田代文明君   11.3      田代文明君   11.5 

向臺行雄君   11.7       木村弘訓君   11.9 

河津延雄君   11.20     渕田俊郎君   11.10 

吉村郁也君   11.23     北口  誠君   11.15 

松本嘉七君   11.24      馬場大介君   11.15 

玉田光識君   11.15 

坂本幸樹君   11.22 

 

 

  

 

 

 

                          

 

 

[ 誕生祝 ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 結婚祝 ] 
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●青少年奉仕委員会（丸山浩之君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。先ほど漆島会長からも報告が

ございましたが、11/3（祝）熊本南 RC 杯「第4回 熊

本県水球競技大会」が無事開催されました。今回6チ

ーム約60名が参加、優勝は済々黌高校・熊本高校合同

チーム、熊本南 RC 賞は唯一の女性チーム「くまぽろ」

が受賞しております。また当日は、杉光会員のご高配

により RKK さんに取材に来ていただき、全国ニュー

スでも流れました。ご協力、ご参加いただきました皆

さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

●職業奉仕委員会（水野東洋君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

今年度第1回目の職場訪問を来週11/16（水）に実施い

たします。締切りが11/10（木）となっておりますの

で、追加でご参加いただける方はお知らせください。 

よろしくお願いいたします。 

 （詳細は次のとおり） 

【日  時】2016年11月16日（水） 

12：45  SMBC 日興証券熊本支店集合 

【場  所】13：15～日本銀行熊本支店 見学（90分程度） 

  

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

北口 誠君 

 本日の来訪者 野田正広様を歓迎いたします。卓話を

楽しみにしております。水球大会成功ありがとうござ

いました。関係各位の皆さまにお礼申し上げます。ま

た、田川会員の3ヶ月ぶりの復活、おめでとうござい

ます。 

○永井富士雄君 

 本日11月7日、築地市場は豊洲に移転し開場の予定で

したが、土壌汚染問題で延期となっています。熊本市

場も移転報道がなされています。今回、㈱熊本地方卸

売市場の野田社長に卓話をお願いしたところ、快く引

き受けていただきました。ありがとうございました。 

 

 

○野口泰則君 

 田川パスト会長の復帰を心よりお祝い申し上げます。

おめでとうございます。 

○高宮 宏君 

 田川会員の現場復帰を心よりお慶び申し上げます。健

康第一で無理せずのんびりやってください！ 

○杉光定則君  Ⅴ 

 田川パスト会長の復帰を心よりお慶び申し上げます。

また、11月5日（土）に愚息 啓助が東京南青山にて結

婚披露宴を無事開催することができました。内孫の一

歳の誕生祝いも兼ねての祝宴でした。感謝の気持ちを

込めてスマイルします。 

○阪田英治君・西川尚希君 

 田川会員の復帰をお祝いしスマイルします。 

○田川憲生君  Ⅹ 

 一週間の入院予定が、2ヶ月半の長期入院となり9月末

退院。10月自宅療養し11月から復帰しました。声が復

活しました。3ヶ月欠席し、ご迷惑をおかけしました。

もう大丈夫です。これから無理をせず頑張ります。 

○丸山浩之君・馬場大介君・原 裕一君・藤見泰之君 

 告坂和紀君 

 先週11/3（祝）熊本南RC杯「第4回 熊本県水球競技大

会」が晴天の下けが人もなく無事終了しましたことを

ご報告いたします。全6チームのうち、男子中学生の

クラブチームや女子チームの参加があり、優勝は男子

高校生の意地で済々黌高・熊高合同チームでした。水

泳協会、先生方、保護者含め、大いに盛り上がったと

思います。また、当日はRKKのラジオ・テレビの取材

もあり全国ニュースでも放送されましたので、水球普

及の一助になったのではないかと思います。漆島会長

はじめ、参加された方、また、当日来られなかった関

係のロータリアンの皆さま、ありがとうございました。 

○木村仁治君 

 先日、娘・息子の保育園の運動会に参加しました。会

の最後に金メダルの授与式があり、娘が代表に選ばれ

大変親バカながらうれしい思いをしました。そのあと

娘から「友達がお父さん格好いいねって」と言われて

二度おいしい運動会でした。 

○堀川貴史君  Ⅱ 

 ホームクラブ例会を2回欠席いたしました。お詫びの

スマイルです。 

○喜讀宣友君 

 今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 
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●外部卓話（古財良一君） 

「熊本地方卸売市場の現状と課題について」 

   野田正広様（㈱熊本地方卸売市場 代表取締役） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆11/3（祝）熊本南RC杯「第4回 熊本県水球競技大会」 

              ＠熊本済々黌高等学校 

  

 

  

 

 

 


