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会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は株式会社鶴屋百

貨店 常務取締役 田村祐輔様です。後ほどよろしくお

願いいたします。また本日は、夫人の会の皆さまにも

お越しいただきました。どうぞ例会をお楽しみくださ

い。さらに本日より西日本電信電話株式会社熊本支店

の田中靖昭様が入会されました。後ほどご挨拶をお願

いいたします。 

さて、7 月 10 日「定例理事会」が開催されましたの

でご報告申し上げます。 

1.田中靖昭様の入会について ⇒承認されました。 

2.2017-18年度姉妹クラブ特別会計について 

⇒全会員10,000円の特別寄付が承認されました。 

3.地区 IAC 台湾交流について 

⇒参加費用の半額をクラブ負担とすることが承認され

ました。（IAC 委員会予算より） 

８/３-８ 短期青少年交換留学事業

（受け入れ） 

８/２８ ガバナー公式訪問合同例会 

     ＠ホテル日航熊本 

第３回例会記録（通算第 2734 回）  

平成 29（2017）年７月２４日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

田村祐輔様（鶴屋百貨店 常務取締役） 

杉田 成様・渕田美恵子様（夫人の会） 

堀川光江様・園田美香様（夫人の会） 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 夫人の会の皆さま、本年度もご支援よろしくお願いいたします！ 

4.外部卓話について 

⇒従来通りとすることが承認されました。 

5.60周年実行委員長について 

⇒漆島典和会員が承認されました。 

6.暑気払いについて 

⇒8/7（月）開催。台北大同扶輪社、熊本南 RAC、寿

崎奨学生の参加が承認されました。 

尚、損保ジャパンの新支社長（女性）がご入会の方

向で進んでおります。以上、会長報告といたします。 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.熊本県 R 奨学会より、2016-17年度寄付金明細書が

届いております。 

2.7/26（水）は事務局員健診のため終日不在いたしま

す。ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたしま

す。  
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例会変更のお知らせ 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 8月3日（木）19：00～ 

[場  所] 石松茶屋 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月8日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月8日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月9日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月10日（木）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月14日（月）12：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月14日（月）18：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（火）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（火）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月16日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月16日（水）12：30～ 

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月16日（水）12：30～ 

[変更後] 8月18日（金）12：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○水前寺公園 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月16日（水）12：30～ 

[変更後] 8月18日（金）12：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月17日（木）12：30～ 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 8月22日（火）12：30～ 

[変更後] 8月22日（火）18：30～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 8月22日（火）12：30～ 

[変更後] 8月19日（土）18：00～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 8月23日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 8月23日（水）12：30～ 

[変更後] 8月19日（土）17：00～ 

[場  所] 天使園 

○西 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月29日（火）12：30～ 

[変更後] 8月28日（月）12：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月31日（木）12：30～ 

 

出席報告（山口 競君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ４３名 70.49％   ８９.４７％ 

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） 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（田中靖昭君） 

 

 

 

 

 

氏名：田中靖昭（たなか やすあき）君 

生年月日：昭和43年9月29日 

勤務先：西日本電信電話株式会社熊本支店 

推薦者：今村浩昭君・玉田光識君 

 

◆新入会員自己紹介 3回目（吉本裕名君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。以前私は大津 RC に8年ほど入

会しておりました。今回熊本南 RC に入会できました

ことに大変感謝しております。今後ともよろしくお願

い申し上げます。 
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◆新入会員自己紹介 2回目（近森栄太郎君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。この度は歴史と伝統ある熊本

南 RCに入会させていただき、ありがとうございます。

会社は西松建設株式会社と申しまして、私は熊本営業

所の所長をしております。当社は古くから熊本とのご

縁があり、前任の長崎では社名をご存知の方が少なか

ったのですが、熊本ではご存知の方が多く大変うれし

く思っています。仕事もロータリー活動も頑張って参

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（真野和生君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。この度はこの歴史と伝統ある

熊本南 RC に入会させていただき、誠にありがとうご

ざいます。今住まいは八代ですが、出身は熊本市京町

です。学生時代は柔道をやっておりました。熊本大学

でしたが、「柔道の父」と呼ばれる嘉納治五郎の書が

あります。「順道制勝 行不害人」-道理（正しい道筋）

を順におっていくことによって勝ちを制することが

できる-、私もこの精神でロータリー活動も頑張って

いきたいと思っています。今後ともよろしくお願いい

たします。 

 

■2016-17（前年度）出席委員会報告（園田修司君） 

  

 

 

 

 

✩2016-17年度 ホーム例会100％出席表彰 

 井上雅文君・北口 誠君・永井富士雄君・高宮 宏君 

 告坂和紀君 

 

 

 

 

 

 

 

✩2016-17年度 メーキャップ100％出席表彰 

 渕田俊郎君・後藤 博君・堀川貴史君・今村浩昭君 

久峨章義君・木村弘訓君・古財良一君・金井昌道君 

 向臺行雄君・野口泰則君・大津英敬君・坂本研一君 

 坂本幸樹君・塚本 侃君・漆島典和君・吉永彰一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●SAA 委員会（野口泰則君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。SAA 委員会では、今以上に会

員同士の交流を深めるため、月 1 回程度で席次をくじ

引きにしようと考えております。皆さまのご理解、ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

●親睦活動委員会（桑原幸雄君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

8/7（月）暑気払いを開催いたします。多数のご参加

をお待ちしております。（詳細は下記のとおり） 

 【日 時】8月7日（月）18：30～ 

【場 所】KKR ホテル 1F ロータスガーデン 

【会 費】7,000円 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

  

 

 

 

皆さま、こんにちは。いよいよ8月3日から台北大同

扶輪社 短期青少年交換留学生と引率会員が来熊され

ます。例会終了後、ホストファミリー説明会を行ない

ます。関係各位はご参加をよろしくお願いいたします。 
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●スマイルボックス（山下洋一郎君） 

○夫人の会様 Ⅳ 

  本日はお招きいただきありがとうございました。今村

会長年度の船出おめでとうございます。今期も主人と

もどもよろしくお願いいたします。熊本南 RC のご発

展と皆さまのご活躍をお祈りいたしております。いよ

いよ熊本の厳しい夏となりました。皆さまくれぐれも

ご自愛されますように。 

○今村浩昭君・玉田光識君・喜讀宣友君・杉光定則君 

 森本康文君 

 本日は鶴屋百貨店 田村様より卓話をいただき、誠に

ありがとうございます。とても楽しみにしておりまし

た。また、夫人の会の皆さまを心から歓迎いたします。

本日より入会された NTT 田中靖昭様を心から歓迎い

たします。 

○塚本 侃君 

 本日の卓話者 田村祐輔様に心から感謝いたします。 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・河津延雄君 

 本日の卓話者 田村祐輔様に心から感謝いたします。

鶴屋百貨店65周年おめでとうございます。夫人の会の

皆さまのご来訪を歓迎します。また、新入会員 田中

靖昭様の入会を歓迎します。 

○星野誠之君 

 本日の卓話者、鶴屋百貨店 田村常務のご来訪を楽し

みにしておりました。いつも会計監査にご協力いただ

きありがとうございます。今日は私が知らない話が出

てくることを楽しみにしています。不安になる話はや

めてください。よろしくお願いします。 

○高宮 宏君 

 ご夫人の皆さま、ようこそいらっしゃいました。暑い

中本当にお疲れさまです。どうぞゆっくり例会をお楽

しみください。 

○堀川貴史君・藤見泰之君 

 新入会員 田中靖昭さんの入会を心より歓迎してスマ

イルいたします。また、本日ご来訪の夫人の会の皆さ

まを歓迎いたします。 

○園田修司君 

 今日は夫人の会で娘も一緒に参加させていただいて

おります。少し泣いてご迷惑をお掛けするかもしれま

せんが、私に似てかわいいので許してあげてください。 

○坂本幸樹君 

 尊敬する丸山会員の髪型がかっこいいのでスマイル

します。エグザイルかと思いました。 

○古財良一君 

 秀岳館が3-1で九学に勝ちました。九学卒業生として

は残念でした。所用のため早退します。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。 

 

●外部卓話（杉光定則君） 

 「創業65周年と創造的復興」       

田村祐輔様（株式会社鶴屋百貨店 常務取締役） 

  

 

 

 

 

 1.創業65周年企画 

 ①旅行「ウィーンフィルニューイヤーコンサート」 

 ②コンサート「ロンドン フィルハーモニア管弦楽

団」 

 ③展示会「書道家 杭迫柏樹展」 

 ④書籍「駅弁当ものがたり」 

⑤CD「音楽の贈り物 ふるさと」 

⑥水彩画集「ふるさとへ」 

 

2.創造的復興 

①建物の安全 耐震補強工事 

②地域の復興 

③社員のケア「とっておきの話」 

④財務内容 

⑤まとめ 失ったもの、得たもの、BSに記載されない

財産 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

8/7  台北大同扶輪社 短期青少年交換留学生紹介 

8/14 定款に基づき休会 

8/21 会員卓話 吉永彰一君・林田公治君 

8/28 永田壮一ガバナーアドレス 

 

 


