第３１回例会記録（通算第 2721 回）
平成 29（2017）年４月１０日
4/5～ 4/7 台 北 訪 問 に ご 参 加 の 皆 さ ま 、 お 疲 れ さ ま で し た ！

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 西原明優様
（逢桜の里）

来訪者紹介
今村孝明様
中村花誠様（舞踊団 花童）
月桃様（舞踊団 花童）

４/２５ 市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルキャッスル
５/７ 地区ローターアクト「家族清掃活
動及びポリオプラス募金活動」
５/２０ 人吉 RC 創立 60 周年記念式典
＠人吉カルチャーパレス
あゆの里
５/２１ 漆島会長年度ゴルフコンペ
＠球磨カントリークラブ

明音様（舞踊団 花童）
宮野祐輔様（福岡東南 RC）
平田耕一様（熊本中央 RC）

ロータリーの友情に心から感謝申し上げます。本当に
会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は今村孝明様で
す。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、先週4/5～7に台北大同扶輪社訪問及び親睦

ありがとうございました。
また今回、本日お見えの熊本中央 RC 平田会長含め4
名の方も同行されました。後ほど平田会長より詳しい
ご報告がございます。よろしくお願い申し上げます。

ゴルフコンペ参加のため台北を訪問いたしました
が、出発当日チェックインカウンターで私のパスポ

定例理事会報告（漆島典和君）

ート期限の残りが2ヶ月しかなく、3ヶ月以上ないと

1.2017-18（次年度）地区副幹事ついて

ビザが降りないと言われました。訪問を諦めかけた

⇒井上雅文会員・林田公治会員が承認されました。

のですが、今回お世話になりました東武トップツア

2.メーキャップの充当について

ーズ㈱の山下洋一郎会員が新幹線で空港まで駆けつ

⇒親睦活動委員会、奉仕委員会主催による行事を対象

けてくださり、また、台北大同扶輪社会員の Logan

とすることが承認されました。

氏に電話したところ、同じく会員の台北駐日経済文

3.2016年手続要覧の購入について⇒承認されました。

化代表処の謝長廷（PPcare）代表に事情を連絡して

4.2017年度寿崎奨学生採用について

くださり、福岡の領事館にてわずか1時間でビザが降

⇒10名程度。寿崎奨学会理事会にて決定することが承

りまして無事出発することができました。国際的な
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

認されました。
Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

2017-18（次年度）臨時理事会報告（今村浩昭君）

熊本中央 RC 会長挨拶（平田耕一様）

1.2017-18（次年度）例会休会日について
⇒8/14、12/18、3/19、5/7が承認されました。
例会変更のお知らせ
○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更
[変更前] 4月17日（月）18：30～

皆さま、こんにちは。熊本中央 RC 本年度会長の平田

[変更後] 4月16日（日）未定

でございます。先ほど漆島会長よりご報告がございまし

[場

たが、先週4/5～4/7の台北訪問に同行させていただきま

所] 西稜の森

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

した。今回の訪問の目的ですが、熊本中央 RC では現在

[変更前] 4月25日（火）12：30～

国際交流しているクラブがございません。クラブ内でど

[変更後] 4月25日（火）19：00～

こがよいか話していましたが、親日的であり姉妹地区締

[場

結されている台湾がよいのではないかということにな

所] 松屋本館

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

りました。貴クラブの塚本ガバナー補佐にご相談しまし

[日

程] 4月26日（水）18：30～

たところ、桃園景福扶輪社をご紹介いただき今回お会い

[場

所] 未定

することができました。11月にはさっそく来熊したいと

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

のお話も出ております。姉妹クラブ締結となった際には

[変更前] 4月26日（水）18：30～

改めてご報告にまいります。塚本ガバナー補佐はじめ、

[変更後] 4月26日（水）19：00～

貴クラブには大変お世話になりました。ありがとうござ

[場

いました。

所] 未定

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月27日（木）19：00～

2017-18（次年度）幹事報告（玉田光識君）

[変更後] 4月23日（日）未定
[場

所] 合同復興イベント

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月1日（火）12：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月1日（火）18：30～

皆さま、こんにちは。次年度幹事の玉田です。ご案内

○西 RC～定款に基づき休会

しておりますとおり、来週4/17（月）次年度クラブ協議

[日

会を18：30～パレアにて開催いたします。関係各位には

程] 5月2日（水）12：30～

○東 RC～定款に基づき休会

早めの出欠回答と活動計画書の提出をよろしくお願い

[日

申し上げます。

程] 5月2日（水）12：30～

幹事報告（坂本研一君）

委員会報告

1.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

ご参加をお願いいたします。
2.定例理事会終了後「2017-18（次年度）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。
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

３７名

64.91％

８１.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

皆さま、こんにちは。漆島会長、平田会長より報告
がございましたが、4/5～4/7台北大同扶輪社訪問及び
ゴルフコンペが無事終了しましたのでご報告申し上
げます。また、青少年交換留学事業につきまして、次

欠席記録免除者 2名

年度は受け入れ年度です。先方より5～6名ほど予定し
ているとのお話をいただいております。さらに次年度

０名（会員数には含まれません）

は60周年記念式典もございます。多数来熊されること
と思います。引き続きのご協力をお願いいたします。
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●スマイルボックス（告坂和紀君）
○野田珠実様

○今村浩昭君

3Ⅹ

永田年度の地区研修・協議会にご参加の皆さま、地区

地区大会のご盛会おめでとうございました。皆さまよ

役員の皆さま、お疲れさまでした。次年度よろしくお

りたくさんの元気をもらいました。ありがとうござい

願いします。

ました。
○中村花誠様

○馬場大介君
Ⅱ

台湾から無事帰ってきました。色々ありました。楽し

本日は素晴らしいひと時をありがとうございます。私

かったです。ゴルフコンペの順位はよくわかりません

の生徒「舞踊団 花童」の成長と、保護者であります

でしたが、特別賞をもらいました。来年度に向けてさ

今村孝明さんの熱き思いを皆さまにお伝えすること

らに親睦を図りたいと思います。ありがとうございま

ができ大変うれしい思いです。私たちは伝統芸能を通

した。

じて「日本の心」と「手を添える教育」を伝え、「日

○寿崎

肇君

本の技」を残していきたいと思います。スマイルに感

4/5からの台北大同扶輪社訪問はピンからキリまで坂

謝！

本幹事はじめ、皆さまの足でまといになりました。台

○宮野祐輔様（福岡東南 RC）

Ⅱ

北大同扶輪社のおもてなしには感激いたしました。

福岡東南 RC からまいりました。本日はよろしくお願

○寿崎

肇君

いします。4/14に熊本県立劇場で行われる復興音楽イ

塚本先生は桃園景福RCと熊本中央RCの姉妹クラブ提

ベントの練習で何度か熊本へまいりました。一日も早

携のために大変ご苦労されたと、熊本中央RC 平田会

い復興をお祈り申し上げます。

長よりお礼を言われ恐縮しました。また塚本先生には、

○平田耕一様（熊本中央 RC）

ホテルに忘れたコートを持ち帰っていただきました。

先週、塚本ガバナー補佐並びに熊本南 RC の皆さまの

お世話ばかりの人生です。ありがとうございました。

おかげで台湾桃園景福 RC との会合を持つことができ

○永井富士雄君

ました。数々のお骨折りに深くお礼申し上げます。

本日のロータリーの友誌の報告は、第3週月曜と思っ

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君
古財良一君・北口

ておりましたので準備ができず申し訳ございません。

誠君

お詫びのスマイルです。

本日の卓話者 今村孝明様、中村花誠様、月桃さん、

○阪田英治君

明音さんを歓迎いたします。昨日は楽しみで夜も眠れ

本日は所用のため途中退席いたします。お詫びのスマ

ませんでした。よろしくお願い申し上げます。また、

イルです。

福岡東南RC 宮野様、熊本中央RC 平田会長を歓迎いた
します。

●会員卓話（古財良一君）

○塚本 侃君

「被災地、南阿蘇に生きる」

熊本中央RC 平田会長のご来訪を歓迎します。

～半農半芸「花童」とともに～

今村孝明様

○高宮 宏君
中村花誠師匠にはいつもお世話になっています。ご来
訪を心より歓迎いたします。先週4/7に県R奨学会の件
で熊本RCを訪問しました。 3/17 例会が修正出席率
100％だったと大喜びでした。我々のクラブも頑張り
ましょう。

昭和 37 年生まれ（54 歳）南阿蘇在住

○喜讀宣友君

【昭和60年】

本日の卓話者 今村孝明様、中村花誠様、月桃ちゃん、

熊本大学文学部卒業後、家業を継ぎ就農

明音ちゃんを歓迎いたします。また、福岡東南RC 宮

【平成12年】

野様、熊本中央RC 平田様を歓迎いたします。昨日の

農業生産法人「有限会社アグリ」設立、代表取締役社

地区研修・協議会で羽佐間様と部門別会議で同席させ

長となる。久木野太鼓保存会会長を務めながら、6年

ていただき、勉強させてもらいました。感謝いたしま

前より囃子方を中村花誠氏に師事。

す。皆さま例会をお楽しみください。
○久峨章義君・杉光定則君・原

裕一君

若い頃から打楽器を趣味とし、洋楽・邦楽、ジャンル

本日の卓話でお見えいただいた「花童」の皆さま、中

を問わず農業を営みながら楽しみとしておりました

村花誠様の演技を楽しみにしております。

が、中村花誠師匠との出会いにより、伝統芸能の世界
へと深く入り込み、娘も先生の後を追うべく「花童」
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のメンバーとして修行しております。震災から一年が

◆4/5～4/7台北大同扶輪社訪問・親睦ゴルフコンペ

過ぎ、被災地での農業生産や住民運動を通じて、新た
な出会いや別れがありました。特に震災直後の支援活
動・ボランティアの受け入れ等では、人生の中で大き
な転換点となりました。現在復旧が進む中、これから
復興へ向けて新たな段階へ向かおうとしています。師
匠の進める芸による復興への道も大きな活動である
と考え、私自身で掲げた大きなテーマである「半農半
芸」の道を語らせていただきます。

【RAC・IAC の例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：4月20日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：未定（国際奉仕）
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：4月19日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒
の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。
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