第４１回例会記録（通算第 2731 回）
平成 29（2017）年６月２６日
2016-17 年度 漆島会長・渕田副会長・坂本幹事・北口副幹事、1 年間お疲れさまでした！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」
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年次大会＠東九州龍谷高等学校
８/３-８ 短期青少年交換留学事業（受け
入れ）

山角智秀様（2017-18 熊本第 4G ガバナー補佐）

広報・青少年奉仕部門合同セミナ

末永淳悟君（熊本南 RAC）
中川友美君（熊本南 RAC）

例会変更のお知らせ
○りんどう RC～昼例会に時間変更
[変更前] 7月6日（木）19：00～

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日は今年度最後の例会です。どう

[変更後] 7月6日（木）13：00～
○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

ぞよろしくお願いいたします。
さて、国際ロータリーの規定審議会にて、クラブ運営に大

[変更前] 7月12日（水）12：30～

幅な柔軟性を認める決定がなされております。当クラブでも

[変更後] 7月10日（月）未定

メーキャップ充当の対象につきまして、6/12（月）定例理事

[場

会において「全会員案内」の行事を対象（出席者のみ）とす

○中央 RC～親睦会のため場所変更

ることが承認されましたのでご報告申し上げます。尚、これ

[日

程] 7月14日（金）12：30～

は次年度（2017/7/1）からといたします。

[場

所] 和食 仲むら

所] 未定

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

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

６３名

４２名

71.19％

１００.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

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

程] 7月19日（水）12：30～

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 7月20日（木）13：00～
[変更後] 7月16日（日）未定
[場

所] エミナスプール

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7月26日（水）18：30～

[場

所] 未定

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

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更

新入会員自己紹介 3回目（平木俊孝君）

[変更前] 7月27日（木）13：00～

皆さま、こんにちは。本日は少しだけ会社の PR をさせてい

[変更後] 7月25日（火）19：00～

ただきます。皆さまにご挨拶した際にお渡ししました私の名刺

[場

の裏に「熊本城の仲間たち」というイラストが入っていたかと

所] 地域総研

思います。これは今年2月に熊本市と契約を結んだのですが、
幹事報告（坂本研一君）

去年の熊本地震で被災した熊本城の復興支援として、このキャ

1.ガバナー事務所より「2720JapanO.K.ロータリーE クラブ認

ラクターを使用いただいた際の手数料を熊本市（熊本城）へ寄

証状伝達式」終了のお礼が届いております。

付しようという企画です。ご興味がおありの方はお気軽にお声
掛けください。今後ともよろしくお願い申し上げます。

RI 第2720地区 2016-17年度
熊本第4G 塚本 侃ガバナー補佐退任挨拶

2017-18（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

皆さま、こんにちは。去年の今

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会よりご案内で

頃、ガバナー補佐として何をやれ

す。短期青少年留学事業につきまして、7/24（月）に姉妹クラ

ばいいのだろう？と思っておりま

ブ委員会 IM と、受け入れに関します説明会を開催いたします。

したが、吉永彰一ガバナー補佐幹

関係各位には後日ご案内を送付いたしますので、ご参加のほど

事はじめ、会員皆さまのおかげで

よろしくお願い申し上げます。

インターシティーミーテングも無事終わりましたし、また、そ
の他の仕事もほぼ終了いたしました。ご協力ありがとうござい

戦略委員会報告（後藤

ました。また本日は、次年度の熊本第4グループ ガバナー補佐

博君）

皆さま、こんにちは。6/30（金）第2回戦略委員会を熊日倶楽

をされます、熊本西稜 RC の山角智秀会員をご紹介いたします。

部にて開催いたします。今回は姉妹クラブ委員会より議題をい

どうぞよろしくお願い申し上げます。1年間ありがとうござい

ただいております。関係各位にはご参加をよろしくお願いいた

ました。

します。

RI 第2720地区 2017-18年度

委員会報告

熊本第4G 山角智秀ガバナー補佐挨拶

ございません。

皆さま、こんにちは。次年度熊
本第4グループ ガバナー補佐を仰

●スマイルボックス（告坂和紀君）

せつかりました、熊本西稜 RC の山

○山角智秀様（2017-18熊本第4G ガバナー補佐）
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角です。野田ガバナー年度に地区

熊本西稜 RC の山角です。7月からガバナー補佐をさせていた

副幹事をしておりましたので、貴

だきます。一年間よろしくお願いいたします。

クラブには顔見知りの方が多くなりました。色々お世話になる

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

かと思いますが、1年間よろしくお願い申し上げます。

古財良一君・北口

誠君

次年度ガバナー補佐 山角様を歓迎いたします。熊本南RAC
熊本南 RAC 挨拶

（末永淳悟君・中川友美君）

末永会長・中川実行委員長、昨日はお疲れさまでした。最高
の会になりよかったですね。本年度最後の例会です。皆さま、
1年間本当にありがとうございました。今日の最後の挨拶が
楽しみで夜も眠れませんでした。
○塚本

侃君

Ⅲ

皆さま、おかげさまで無事任期を終えることができました。
皆さま、こんにちは。6/24～25「第32回地区 RA 研修会」に

これからは私同様、山角ガバナー補佐をよろしくお願いいた

は、全員登録、また、多数の会員の方にご出席いただきありが

します。

とうございました。おかげさまで無事終了いたしました。開催

○堀川貴史君

Ⅱ

にあたり、色々大変なこともございましたが、参加の方より今

熊本南RACの末永会長・中川地区RA研修会実行委員長、また、

までで一番楽しかった等の声をいただき、達成感・充実感に満

次年度熊本第4Gガバナー補佐の山角さんのご来訪を心より

ちております。本当にありがとうございました。また本日は、

歓迎いたします。また、塚本ガバナー補佐、漆島会長はじめ

大会記録誌を用意しておりますので、お帰りの際に1部お持ち

今年度役員の皆さま、1年間大変お世話になりました。ご苦

帰りください。

労さまでした。
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○後藤 博君・吉永彰一君・丸山浩之君・原

裕一君

○西川尚希君
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河津延雄君・藤見泰之君・告坂和紀君

漆島会長年度最後の例会にも関わらず、欠席しましてすいま

本年度役員の皆さま、1年間お疲れさまでした。ありがとう

せん。本年度スマイル委員長として、皆さまには多大なご協

ございました。漆島会長、次年度ゆっくりされてください。

力をいただきありがとうございました。また、副委員長の告

他の皆さま、多方面でのご活躍を期待しております。

坂会員には何度も代理のスマイル報告をお願いしたにも関

○野口泰則君

わらず、快く引き受けていただき感謝しております。本日の

漆島会長・渕田副会長・坂本幹事・北口副幹事、そして執行

お詫びと1年間の感謝の気持ちを込めてスマイルいたします。

部各委員長の皆さま、1年間ご苦労さまでした。

ありがとうございました。

○喜讀宣友君

本年度スマイル累計

漆島会長・渕田副会長・坂本幹事をはじめとする本年度理

皆さま、本年度スマイルのご協力誠にありがとうございま

事・役員の皆さま、1年間本当にお疲れさまでした。熊本地

した。心より感謝申し上げます。お陰さまで、目標予算

震後の大変な1年だったかと思いますが、これも神様の思し

1,645,000 円に対して、スマイル総金額 1,655,000 円を達成

召し、天命だったのでしょう。絶対にそう思える1年でした。

することができました。本年度は熊本大地震により、会員の

ありがとうございました。

皆さまも大変な被害に遭われました。それにもかかわらず、

○玉田光識君

スマイルをとおして喜びを分かち合い、例会を賑わせて、奉

漆島会長・坂本幹事、1年間大変お世話になりました。お疲

仕活動の資金を集めることに、ご理解とご協力を得られたこ

れさまでした。また、各委員長もお疲れさまでした。次年度

とは、熊本南 RC の結束の強さを感じることができました。

は私も幹事として頑張りますので、皆さまのご協力・ご支援

スマイル報告は慣れることはありませんでしたが、1 年間無

をよろしくお願いいたします。

事に終わることができ、告坂副委員長ともに、ほっとしてお

○永井富士雄君

ります。皆さま、本当にご協力ありがとうございました。

漆島会長・渕田副会長・坂本幹事・執行部の皆さん、1年間

（スマイル委員長 西川尚希君）

お疲れさまでした。私も雑誌委員長としてロータリーの友を
熟読させていただきましたので、この1年間は大変勉強にな

●退任挨拶

りました。また、向臺副委員長にもサポートいただき、あり

○会長（漆島典和君）

がとうございました。

昨年熊本地震発生よりわずか3ヶ月後、後藤会長より引き

○古財良一君

継ぎ、どうにか今年度が終わりまして、次年度 今村会長に

漆島会長・坂本幹事・北口副幹事、お疲れさまでした。ガバ

バトンをお渡しできることに安堵しております。私は40歳の

ナー補佐の塚本会員にはオハイエの出前コンサートや音楽

時に副会長の渕田会員に推薦していただき入会しましたの

祭にご尽力いただきありがとうございました。とても楽しい

で、今年度は横にいていただけるだけで非常に心強い思いで

ロータリー活動でした。引き続き次年度今村会長には楽しい

した。また、幹事の坂本会員と副幹事の北口会員とは同級生

ロータリー活動をよろしくお願いします。

で、色々お世話いただきました。心より感謝申し上げます。

○北口 誠君

毎週の会長報告には何を話そうか頭を悩ませていましたが、

今年度 漆島会長・坂本幹事はじめ理事の皆さま、委員長の

おかげでロータリーのことを勉強する機会にもなりました。

皆さま、大変お疲れさまでした。また、1年間私のお聞き苦

反省点としましては、地区との連携がうまくできていなかっ

しい司会にお付き合いいただき、本当にありがとうございま

たと思います。次年度は当クラブより多数の地区関係者がい

した。本日お越しの熊本南RACの末永会長・中川実行委員長、

らっしゃいますので、距離を縮めていただき、クラブとして

昨日の研修会大変お疲れさまでした。

も円滑な運営ができることを期待しています。地区のセミナ

○寿崎 肇君

ーやイベントに参加しますと、伝統ある熊本南RCの会長の重

アトランタのロータリー財団100周年国際大会は色々と勉強

みを感じます。勉強不足で皆さまには色々ご迷惑をお掛けし

になりました。また、6/24～25地区RA研修会は私にとって感

たかと思います。ご協力に心より感謝申し上げます。1年間

激の連続でした。熊本南RACのお二人、お疲れさまでした。
○齊藤直信君

¥1，655，000

本当にありがとうございました。
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今年度、色々お世話になりました。来年度もよろしく！

○副会長（渕田俊郎君）

○田中裕司君

今期1年間、大変ありがとうございました。本年度は、熊

先週誕生日の20日からスペイン バルセロナでサッカーをプ

本地震発生直後にスタートいたしました。地震当初、会員の

レイしてきました。サッカー好きには泣いて喜ぶ体験ができ

皆さんには家族や社員の安否、被災状況、お客様への対応等

てとても楽しかったです。2日サッカーをして筋肉痛がひど

に苦慮されたことと思います。震災から1年と2ヶ月半が経過

いです。

しましたが、これから復旧復興への本格的な時期を迎えられ
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ることと察します。また昨年7月には、当クラブより輩出さ

た。親睦活動坂本幸樹委員長、地震による皆さんの心の落ち

れ、将来が嘱望された野田三郎ガバナーが急逝され、大きな

込みに楽しい親睦会ありがとうございました。会計星野委員

衝撃を受けました。また、我々に関係の深かった杉谷PG、本

長、誰にも屈しない強い気持ちで渡り合っていただきありが

田PGと不幸が相次ぎ、悲しい出来事が続きました。そのよう

とうございました。SAA高宮委員長、SAAてことではなく人生

な中、熊本南RCでは若い会員が増え、様々な活動への参加や、

の先輩として私たちを可愛がっていただいています。今後と

姉妹クラブとの交流等も深まり、会長・幹事の行動力で活性

もよろしくお願い申し上げます。奉仕プロジェクト今村委員

化が図られました。心の広い漆島会長、お酒にはちょっと弱

長、来週から会長様です。今村年度も私たち全力でたまに協

いですが心細やかな坂本幹事、このお二人を静かに支えられ

力させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。職

た不動の心の北口副幹事と、みごとな連携でクラブを引っ張

業奉仕水野委員長、栄転されましたが彼は部下とのコミュニ

っていただきました。私は大した支えもできませず、申し訳

ケーションが上手で良く飲み屋さんで会っていました。社会

なく思っています。終わりに会員の皆さまの順調な復興と、

奉仕山本委員長、地震後の激務の中、オハイエ関連に尽力い

更なるご繁栄を祈念いたします。今年度1年間、皆さまのご

ただきありがとうございました。青少年奉仕丸山委員長、ル

協力に感謝申し上げ、お礼の言葉といたします。

ールも知らない水球でやるかやらないか、また会場が変わる
等の対応をスムーズにやっつけていただきありがとうござ

○幹事（坂本研一君）

いました。RAC北口委員長、仲良しなので照れますがゴルフ

漆島年度は「クラブ奉仕」をスローガンに熊本地震直後と

一緒に行ってくれてありがとうございます。お互いチーピン

いうことで、まずは被害状況確認から復旧、復興へとロータ

玉を修正していきましょう！IAC藤見委員長、地区IACとの件

リー活動を推し進めてまいりました。そして業種、職種によ

で色々ありましたが、藤見さんの優しさで乗り切れたと思い

り忙しさの程度が全然違うことなども含め、出席に関しては

ます。ありがとうございました。国際奉仕三角委員長、国際

自分のペースでと言ってまいりました。その結果出席率は過

奉仕委員長だったのですね？またゴルフ行きましょう。世界

去最悪だったかも知れませんが会長以下執行部は想定内と

社会奉仕野口委員長、10年間タイプロジェクト本当にお疲れ

考えております。色々ご批判もあるかと思いますが40代前後

さまでした。3回連れて行っていただきました、本当に貴重

会員が20名以上居る中、正直ロータリーどころではなかった

な経験をさせていただきました。ありがとうございました。

コトかと思います。その中で会員の皆さまにご協力いただき

姉妹クラブ馬場委員長、優しく気もちの大きい馬場ちゃん、

無事任期完了することができました。本当にありがとうござ

馬場ちゃんじゃないと姉妹クラブは終いになっていたと思

いました。まずは理事の皆さま、クラブの決定機関であるに

います。壽崎奨学会杉光委員長、奨学生全員無事送り出せま

も関わらず知識不足で不備だらけで申し訳ありませんでし

した。お世話になりました。米山奨学会園田委員長、4万円

た。勉強し直します。渕田副会長、なんでんOKしていただき、

という微々たる軍資金でどこそこ卓話に行っていただき申

安心して運営できたと思います。ありがとうございました。

し訳ありませんでした。R財団原委員長、財団委員長？タイ

会員増強喜讀委員長、地震後の激務の中期末で微増員お疲れ

の思い出のほうがいっぱいです。楽しかったですね。ありが

さまでした。R情報吉永委員長、休んでいただいたおかげで

とうございました。そして事務局東さん、近頃えらい綺麗に

新入会員ガイダンスができるようになりました。クラブ広報

なられています。何かあるのでしょう！仕事に対しては何か

雅文委員長、広報はもちろんですが私が酔ってケガしたとき

ら何までお願いして感謝の気持ちしかありません。本当にあ

「注意しなさい」と一喝していただきありがとうございまし

りがとうございました。ロータリーは単年ということで仕組

た。雑誌永井委員長、ロータリーの友に興味を持つような記

みがきちんとできていること改めて実感しました。この仕組

事の抜粋ありがとうございました。クラブ管理運営玉ちゃん、

みは私ども企業活動に於いても活かせるコトができるとも

私があまりにもつまらんかったので次期幹事は絶賛される

思いました。ロータリー命とまではいきませんが幹事を仰せ

と思います。出席木村委員長、ご栄転で東京にお帰りになら

つかったことによりロータリーの良さを改めて知ることが

れましたが、出席率をシステム化いただきありがとうござい

できたように感じます。会員の皆さまに支えられ漆島年度も

ました。「ゴルフ教えてください」と言われ調子に乗ってレ

無事終了させていただきます。漆島会長、1年間お疲れさま

クチャーしたのですが、上がったらほぼ同スコアで恥をかか

でした。そしてありがとうございました。皆さま1年間、本

されました。プログラム古財委員長、柔らかい外部卓話楽し

当に本当にありがとうございました。

かったです。数日前まで卓話が決まっておらず冷や冷やした
のもよい思い出です。またオハイエ出前コンサートは感動し

【例会予定】

ました。DVDは涙が溢れました。感動をつくる職人です。あ

7/10 常任委員長就任挨拶

りがとうございました。スマイル西川委員長、予算達成おめ

7/17 祝日のため休会

でとうございます。毎週「夜も眠れませんでした」でワザと

7/24 調整中

噛んでくれて笑いをとっていただきありがとうございまし
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