2017 年度 ロータリー寿崎奨学生の皆さん、1 年間頑張ってください！
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○西 RC～定款に基づき休会

沈 ショウホウ君

[日

HUMAGAIN SHISIR 君

○05福祉 RC～定款に基づき休会

www.kumamoto-southrc.org

[日

程] 8月8日（火）12：30～
程] 8月8日（火）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日
会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日は 2017 年度 ロータリー

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～

寿崎奨学生 8 名の紹介と奨学金交付式を行います。奨

○城東 RC～定款に基づき休会

学生各位には毎月のレポート提出が義務付けられてお

[日

ります。奨学生の皆さん 1 年間頑張ってください。ま

○グリーン RC～定款に基づき休会

た、カウンセラーを引き受けていただきました会員の

[日

皆さまに感謝申し上げます。1 年間どうぞよろしくお願

○東 RC～定款に基づき休会

いいたします。

[日

程] 8月14日（月）12：30～
程] 8月14日（月）18：30～
程] 8月15日（火）12：30～

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 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

○西 RC～定款に基づき休会

3.新入会員歓迎会について

[日

⇒8/21（月）開催＠ホテル日航熊本「アソシェッド」が承認さ

程] 8月15日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

れました。

程] 8月15日（火）12：30～

4.8/3～8/8短期青少年留学事業費について

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

⇒神社訪問時の玉串料10,000円が承認されました。

程] 8月16日（水）12：30～

（姉妹クラブ会計より）

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月16日（水）12：30～

幹事報告（玉田光識君）

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更

1.RI 第2720地区 2009-2010年度ガバナー 山崎勝様（熊本

[変更前] 8月16日（水）12：30～

東 RC）が逝去されました。通夜・葬儀詳細は後ほど会員

[変更後] 8月18日（金）12：30～

各位に送信します。

[場

所] ホテルキャッスル

2.阿蘇 RC より「創立50周年記念式典並びに記念ゴルフ大会

○水前寺公園 RC～合同例会のため日程場所変更

のご案内」が届いております。参加希望の方は申込書に

[変更前] 8月16日（水）12：30～

ご記入をお願いします。

[変更後] 8月18日（金）12：30～
[場

3.大分南 RC より「クラブ創立40周年記念式典及び祝賀会の

所] ホテルキャッスル

ご案内」が届いております。参加希望の方は事務局まで

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

お知らせください。

程] 8月17日（木）12：30～

4.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位は

○西 RC～親睦会のため時間変更

ご参加をお願いいたします。

[変更前] 8月22日（火）12：30～
[変更後] 8月22日（火）18：30～

出席報告（金井昌道君）

○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

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

４４名

72.13％

８１.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

[変更前] 8月23日（水）12：30～
熊本西 RC 挨拶（大矢野種康様・本田一夫様）

[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

皆さま、こんにちは。本年度会長と幹事を仰せつかり

程] 8月30日（水）12：30～

ました、大矢野種康と本田一夫です。本日は年度初めの

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

ご挨拶に参りました。1年間どうぞよろしくお願い申し

程] 8月30日（水）12：30～

上げます。

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月31日（木）12：30～
E-クラブ サンライズオブジャパン RC 挨拶（田原和己様）

臨時理事会報告（今村浩昭君）
1.九州北部豪雨義援金について
⇒全会員2,000円の寄付が承認されました。
2.米山奨学会寄付について
⇒年間5,000円×会員数の寄付が承認されました。
（特別徴収なし/クラブ負担）
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◆新入会員自己紹介 3回目（近森栄太郎君）

地区 RYLA 委員会報告（高宮

皆さま、こんにちは。私は島根県浜田市で生まれ、

宏君）

皆さま、こんにちは。地区 RLYA 委員会副会長を仰せ

幼稚園の時に親の仕事の都合で山口県下関市へ引っ

つかりました、高宮です。今回、2017-18年度 RLYA（青

越しました。高校まで下関市で、大学から九州で生活

少年指導者養成プログラム）セミナーを開催することと

しております。小学生の時から大学まで野球をしてお

なりましたのでご案内申し上げます。このセミナーは18

りました。一番の思い出は、大学選手権で私は応援で

～30歳の若い方が対象で、セミナーを受けることにより、

行っておりましたが、当時東北福祉大学だった元大リ

将来の組織や地域社会のリーダーとして活動する機会

ーガー 大魔神こと、佐々木主浩氏がおりました。彼

になるかと思います。是非会社の若手社員の方に参加し

を見た瞬間これで心置きなく野球が辞められると思

ていただければと思います。ご協力のほどよろしくお願

いました。それくらい体格から違いました。今は全く

い申し上げます。

と言っていいほど野球とは縁がなく、仕事のお付き合
いでもあるお酒の席やゴルフの方が多くなりました。

委員会報告

今回熊本南 RC に入会する機会に恵まれましたので、

●インターアクト委員会（藤見泰之君）

早く皆さまと親睦を深め、また、例会出席100％を目
指したいと思います。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
◆新入会員自己紹介 2回目（田中靖昭君）
皆さま、こんにちは。昨年 7 月に開催されました「RI
第 2720 地区 2016-17 年度 第 32 回インターアクト年
次大会報告書」を配布しておりますのでご一読くださ
い。また、2017-18 年度 第 33 回インターアクト年次
大会が、7 月 29 日（土）～30 日（日）に大分で開催
皆さま、こんにちは。NTT 西日本 田中でございます。

され、国府高校 IAC からも 11 名参加いたしました。

出身は三重県、熊本はもちろん、九州自体が初めてで

今後も引き続き IAC へのご支援をよろしくお願い申し

す。皆さんから熊本は暑いでしょう？とよく言われま

上げます。

す。私としてはどこも同じくらい暑いのではと思って
いましたが、先日博多に参りましたところ、風が通っ

●姉妹クラブ委員会（告坂和紀君）

て涼しく感じました。やはり熊本は暑いなと実感いた
しました。私はラグビーをやっていた経験があり、
2019年にラグビーワールドカップが熊本で開催され
るようで大変楽しみです。また、和水町出身で日本マ
ラソンの父と言われる金栗四三さんが2019年の NHK 大
河ドラマになるとのことで、さらに熊本の活性化が期

皆さま、こんにちは。いよいよ今週3日（木）から

待されるのではないでしょうか。蒲島県知事が「創造

台北大同扶輪社 短期青少年交換留学生と引率会員が

的復興」と語られていますが、当社も IT 部門でのお

来熊されます。来熊期間中の各イベントへの申し込み

手伝いができればと考えております。今後ともご指導、

は終了しておりますが、追加で参加されたい方はお知

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

らせください。また、8/7（月）例会には、福岡の領
事館からも参加がございます。併せて例会への参加も
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）

○寿崎

○大矢野種康様・本田一夫様（熊本西 RC）

肇君

先週は財布を忘れましたので今日いたします。7/19寿

一年間よろしくお願いします。

崎育英財団の大分県より5名で6時間の検査がありま

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君

した。過去3年の資料の整備と質疑応答等です。有難

告坂和紀君

いことに事務局の方のおかげです。感謝してスマイル

熊本西 RC 大矢野種康様と本田一夫様、E-クラブ サン

いたします。

ライズオフジャパン RC の田原和己様のご来訪を心よ
り歓迎いたします。また、寿崎奨学生の皆さまのご来

ご案内（久峨章義君）

訪を心より歓迎します。どうぞロータリーをお楽しみ
ください。
○渕田俊郎君・堀川貴史君・漆島典和君・坂本研一君
永井富士雄君・杉光定則君・園田修司君・古財良一君
北口

誠君

寿崎奨学生、熊本西RC 大矢野様・本田様、E-クラブ

皆さま、こんにちは。9/8（金）第44回 TKC 九州会定

の田原様のご出席を心から歓迎いたします。例会を楽

期総会 夏期大学基調講演のご案内です。当クラブの吉

しんでください。

村郁也会員が「不透明感を増す 国際情勢下における日

○塚本

侃君

本の危機管理」と題し講演されます。会場はここホテル

当クラブへの来訪者、熊本西RCの大矢野種康様・本田

日航熊本、入場無料です。是非多数のご参加をお待ちし

一夫様を歓迎いたします。

ております。

○山内昭徳君
久しぶりに出席しました。今村会長他役員の皆さま、

●ロータリー寿崎奨学生自己紹介・奨学金交付式

1年間ご苦労さまです。頑張ってください。吉本裕名

（園田修司君）

会員・近森栄太郎会員・真野和生会員・田中靖昭会員
の入会を歓迎しスマイルします。
○井上雄一朗君

Ⅹ

昨年4/16の本震により全壊した当社の本社社屋が、
6/8に代継宮の漆島典和禰宜様に神事を執り行ってい
ただき落成いたしました。たくさんの支援やロータリ
ーメンバーからの励ましがあって、やっとここまでた
どり着きました。本当にありがとうございます。本来
なら漆島会長年度にスマイルするべきものでしたが、
都合が付かず今日になってしまいました。漆島前会長、
本当に申し訳ありませんでした。今村会長、このスマ
イルは漆島前会長の置き土産です。漆島前会長に深く
感謝し、お納めくださいませ。また、明後日からの交
換留学生、精一杯お世話させていただきます。
○山口

競君

Ⅱ

昨日、熊本県吹奏楽コンクールで、娘の五福小学校が
奨学生の皆さん、カウンセラー会員の皆さん、1年間

2年連続最優秀賞を受賞しました。よかったです。
○寿崎

頑張ってください。

肇君

（自己紹介は別紙掲載）

7/29～30中津RCでの第2720地区インターアクトクラ
ブの年次大会がありました。国府高校の奉仕活動の多
さと素晴らしさは発表高校の中でピカイチでした。皆

【例会予定】

さん、国府高校IAC例会に参加してあげてください。

8/14 定款に基づき休会

ロータリーは素晴らしいと改めて感動しました。

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
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