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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。RI 第 2720 地区 2017-2018 年

度会長を拝命いたしました、今村浩昭です。漆島前会

長よりバトンを引き継ぎ、喜讀次年度会長までお渡し

する今年度 1 年間を精一杯頑張りますので、皆さまご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

例会変更のお知らせ 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 7月12日（水）12：30～ 

[変更後] 7月10日（月）未定 

[場  所] 未定 

○中央 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 7月14日（金）12：30～ 

[場  所] 和食 仲むら 

７/２９-３０ RI 第 2720 地区 第 33

回 IAC 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） 

 

第１回例会記録（通算第 2732 回）  

平成 29（2017）年７月３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 

 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 2017-2018年度 今村浩昭会長・玉田光識幹事、1年間よろしくお願いします！ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7月18日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  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 

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 7月27日（木）13：00～ 

[変更後] 7月25日（火）19：00～ 

[場  所] 地域総研 
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幹事報告（玉田光識君） 

1.熊本南 RAC より「例会報 Vol.24」が届いております。 

 

 

 

 

 

 

出席報告（金井昌道君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６１名 ４６名 80.70％   ９０.００％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

 

 

 

 

2016-17（前年度）会長・幹事へ記念品の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年間お疲れさまでした！ 

 

◆新入会員自己紹介 1回目 

 

 

 

 

 

氏名：吉本裕名（よしもと ひろな）君 

生年月日：昭和30年9月24日 

勤務先：有限会社達裕 

推薦者：漆島典和君・今村浩昭君 

 

 

 

 

◆新入会員自己紹介 3回目（斉藤 淳君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介は趣味につ

いてお話したいと思います。私はゴルフと釣りをやっ

ていまして、熊本は天草が釣り場として有名とのこと

で、今週末に会社のみんなと泊まりでゴルフと釣りに

行く企画を立てています。皆さまもお声掛けいただけ

ましたら是非ご一緒したいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（山下洋一郎君） 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・告坂和紀君 

森本康文君 

漆島年度を引き継ぎ、本日より執行部を拝命いたしま

した。一年間一所懸命頑張りますので、よろしくお願

いいたします。 

○漆島典和君・坂本研一君 

 本年度 今村会長・玉田幹事はじめ、皆さまの御健勝

をお祈りいたします。また、吉本裕名さんのご入会を

心より歓迎いたします。昨夜は熟睡いたしました。 

○堀川貴史君・藤見泰之君・山下洋一郎君 

 今村会長はじめ、今年度役員の皆さま、第1回例会お

めでとうございます。一年間どうぞよろしくお願いし

ます。また、新入会員の吉本裕名さんを歓迎してスマ

イルいたします。 

○喜讀宣友君 

 今村会長年度のスタートです。今村会長、齊藤副会長、

玉田幹事、告坂・森本両副幹事、一年間頑張ってくだ

さい。しっかりと勉強させていただきます。 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・古財良一君・丸山浩之君 

 河津延雄君・星野誠之君・三角雄介君・大津英敬君 

 今村年度のスタートおめでとうございます。今村会

長・齊藤副会長・玉田幹事・執行部の皆さん、一年間

よろしくお願いします。 

○吉村郁也君 

 新会長と新幹事にエールのスマイルです！ 

○森本康文君・告坂和紀君 

 本年度 副幹事をさせていただきます、森本と告坂で

す。不慣れで至らない点もあるかと思いますが、一年

間精一杯頑張らせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
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○杉光定則君 

 今年度 プログラム委員長を受け賜りました。席の位

置が変わり緊張しております。一年間皆さま方のご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

○寿崎 肇君 

 7/1（土）第1、2、3ゾーンガバナー研修会に出席しま

した。直前ガバナー、RI理事のご挨拶、今日からのガ

バナー、ガバナーエレクトの自己紹介など、色々とお

話が伺えました。元気なことはありがたいことです。

感謝を込めてスマイルさせていただきます。 

○星野誠之君 

 7/1（土）に子供たちの野球の試合があり、なんとか1

戦目を突破しました。5年生以下の大会で子供たちも

出場し、勝利に貢献できました。今週末に2回戦があ

るのでまた応援頑張ります。喜びのスマイルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●就任挨拶 

○会長（今村浩昭君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、改めましてこんにちは。RI第2720地区 熊

本南ロータリークラブ第60代会長を拝命いたしまし

た今村浩昭です。職業分類は不動産賃貸業、会員歴9

年1ヶ月です。野口泰則パスト会長と元会員の際田氏

にご推薦いただき入会しました。クラブ内での経歴と

しましては、出席委員長、親睦活動委員長、国際奉仕

委員長2回、世界社会奉仕委員長が3回、野口年度の幹

事、R情報委員長、理事を3回ほどさせていただき、漆

島会長年度に会長エレクトとして一年間勉強させて

いただきました。今年度国際ロータリー イアンH.Sラ

イズリー会長のテーマは「ロータリー：変化をもたら

す」（Rotary Making a Difference）です。また、第

2720地区 永田壮一ガバナーは地区スローガンとして、

「ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しもう」

（Encourage Rotary,Enjoy Rotary）を掲げられてい

ます。私は今年度テーマを「イノベーション（変革）

～奉仕の理想を受け継いで～」としました。今村会長

としては何をされますか？とのご質問をいただきま

すが、まず、会長はじめ執行部としましては、各委員

会の活動がスムーズに行われるように、また、楽しい

活動となるよう支えて行きたいと思います。次に国際

交流、特に姉妹クラブのあります台湾との交流を大事

にしたいと思います。また、今年度当クラブは創立60

周年を迎えます。来年6月には記念式典を開催予定し

ておりますので、皆さまには色々お世話になることと

思います。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

会長 今村 浩昭 

副会長 齊藤 直信 

幹事 玉田 光識 

副幹事 告坂和紀・森本康文 

理事 

塚本 侃・久峨章義・堀川貴史・野

口泰則・後藤 博・坂本研一・倉崎

保広・丸山浩之・馬場大介・西川

尚希 

理事会 

上記 10名ほか 今村浩昭・齊藤直

信・玉田光識・喜讀宣友・星野誠

之 

委員会 委員長 副委員長 

会員維持増強 吉永 彰一 坂本 幸樹 

  R 情報 坂本 研一 玉田 光識 

  クラブ広報 大津 英敬 園田 修司 

  雑 誌 向臺 行雄 雑賀 庸泰 

クラブ管理運営 倉崎 保広 北口 誠 

  出席 金井 昌道 山口 競 

  プログラム  杉光 定則 田中 裕司 

  スマイル 山下 洋一郎 藤見 泰之 

  
親睦活動 

西川 尚希 三角 雄介 

  桑原 幸雄 鎌田 剛 

  会計 星野 誠之 久峨 章義 

S.A.A. 野口 泰則 堀川 貴史 

奉仕プロジェクト 喜讀 宣友 坂本 研一 

  職業奉仕 永井富士雄 森本 康文 

  社会奉仕 古財 良一 山本 円 

  青少年奉仕 丸山 浩之 西川 尚希 

    RAC 井上 雅文 向臺 行雄 

    IAC 藤見 泰之 山下 洋一郎 

  国 際 奉 仕 坂本 幸樹 丸山 浩之 

    姉妹クラブ 馬場 大介 坂本 幸樹 

  R 寿崎奨学会 園田 修司 永井 富士雄 

  米山奨学会 森本 康文 馬場 大介 

  R 財団 原 裕一 告坂 和紀 
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○副会長（齊藤直信君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今年度副会長を仰せつかりま

した、齊藤直信です。副会長としましては、裏方に徹

し今村会長をお支えすべく一年間頑張って参ります

ので、皆さまのご支援、ご協力をどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 

○幹事（玉田光識君） 

  

 

 

 

 

今年度幹事を拝命しました玉田光識です。入会して

6 年経過しました。今回、幹事の仕事を認識すべくロ

ータリークラブ定款、細則等を読み直しましたら、改

めて幹事の任務のロータリークラブでの重要性、多さ

に不安で一杯になりました。ただ、お引き受けした以

上は責任をもって全うする所存です。さて、今年度の

地区スローガンが「ロータリーを奨励し、ロータリー

を楽しもう」とのことです。第 2720 地区 永田壮一ガ

バナーは「ロータリーはクラブで育んだ友情のもと、

知識欲を満たし、利他の心を持ち、人生を謳歌するこ

とだと思います。皆さんと一緒に人生を謳歌できるよ

うロータリーを楽しみましょう。」と述べられており

ます。数多くある幹事の仕事のうち「クラブの管理運

営」があります。それはまず会長の補佐、協力だと思

います。この 1 年間会長と連携を密に図りながら、ク

ラブ運営の協力をしてまいります。次は各委員会との

協力です。各委員長とは常に連絡をとり、例会運営、

行事日程等々の情報共有を図ります。私は何分に経験

不足、勉強不足ですので、会員の皆様にご迷惑をおか

けする場合があるかと思います。その際はいつでもご

指摘をしていただき、よろしくご指導をお願い申し上

げます。今年 1 年間、幹事として精一杯頑張ってまい

ります。 

 

■第二回戦略委員会報告 

日  時：2017 年 6月 30 日（金）18：00～19：00 

場  所：熊日倶楽部 

 出席者：久峨章義・今村浩昭・後藤 博・玉田光識 

倉崎保広・堀川貴史・北口 誠・吉永彰一・坂本研一

漆島典和・林田公治・河津延雄・馬場大介 

（順不同、敬称略） 

議事録作成：馬場大介 

 

①姉妹クラブ委員会より、台北大同 RC との青少年交換

留学事業の今後の在り方について 

（懸念事項） 

今後も永続事業として、前向きに実施していきたいが、

受け入れ家族に、負担・偏りがでているのではないか。

年々受け入れのイベントがエスカレートして、予算を

圧迫していないか。 

 

（意見） 

・会員のご家庭でも、お子様たちが巣立って、留学生の

受け入れに、実際無理がある家庭もあるように思える。 

・留学生の数が未定であるので、毎回確保に労力がかか

る。 

・送り出しの際、大歓迎で迎えられる。その気持ちを大

事に交流したい。 

・同行者の数も見直ししたがいいのでは。 

・以前、お互い適当な年齢の子供・孫がおらず、中断し

た時期もあった。 

・RC の青少年育成事業とは趣旨が異なり、大同 RC と熊

本南 RC との親睦の一環であり、参加は会員の家族に

限定している。 

・特別会計なので、会員増に伴い、もっと有意義な活動

が可能になるし、場合よっては負担が減るかも。 

・委員会として、低予算であっても、留学生や受け入れ

家族がワクワクすることを両立できるように、計画的

に事業ができればと思います。 

 

（提案事項） 

・大同 RC と以下の点で協議をしてみる。 

①お互いの留学生の人数を、決めておく 

②対象の子供たちがいない場合は、お休み。（ゴルフで

の交流は継続） 

・熊本南 RC 内で 

①交換留学事業の経緯、目的やその意義について、今一

度卓話の時間などで話をする。 

②あらためてクラブとしての、今後の方向性としては、

大同 RC との好意的な関係を継続、発展させていくた

めに、会員増強に力を入れていく。 

 

 

【例会予定】 

7/17 祝日のため休会 

7/24 外部卓話 田村祐輔様（鶴屋百貨店常務取締役） 

7/31 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式 

 


