3/17（土）RI 第 2720 地区 2017-2018 地区大会＠熊本市民会館より

第２９回例会記録（通算第 2760 回）
平成 30（2018）年３月２６日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

来訪者紹介
両角光男様（熊本大学工学部顧問 名誉教授）
山角智秀様（熊本第 4G ガバナー補佐）
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波佐間英樹様（熊本中央 RC）
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松尾知明様（熊本中央 RC）
盧麗娜様（熊本中央 RC）

花見の会＠KKR ホテル「ロー
タスガーデン」
2018-19（次年度）地区研修・
協議会＠ホルトホール大分
DL スキル UP セミナー
＠熊本県民交流館パレア
2017-18 第 3 回熊本市域 RC
会長・幹事会＠メルパルク
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さて、ご承知のとおり 6/16（土）
「創立 60 周年記念式
典」を開催予定ですが、この 10 年間で新しい会員がだ
会長報告（今村浩昭君）

いぶ増えております。そこで本日は改めて 50 周年以降

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、熊本大学工学

の歴代会長を振り返ってみたいと思います。第 50 代会

部顧問 両角光男名誉教授にお越しいただきました。卓

長は故 野田三郎会員、幹事 堀川貴史会員、第 51 代会

話を楽しみにしております。後ほどよろしくお願いい

長 塚本

たします。

周年記念式典が盛大に開催されました。また、ガバナー

侃会員、幹事 東矢憲一郎会員、この年度に 50

まず、先週 3/16～17 に開催されました「RI 第 2720

は故 杉谷卓紀氏（玉名 RC）、地区大会は実行委員長 渕

地区 2017-18 地区大会」にご参加された皆さま、大変

田俊郎会員で当クラブがホストを務めています。第 52

お疲れさまでした。また翌日の 3/18 は社会奉仕委員会

代会長 渕田俊郎会員、幹事 際田俊一元会員、第 53 代

の事業であります「オハイエくまもと とっておきの音

会長 久峨章義会員、幹事 後藤

楽祭」が開催されました。古財良一委員長はじめ、ご

音楽隊のコンサートを県立劇場で開催しました。第 54

参加の皆さまお疲れさまでした。今後も継続事業とし

代会長 堀川貴史会員、幹事 野口泰則会員、第 55 代会

てお手伝いができたらと思います。

長 浅山弘康元会員、幹事 漆島典和会員、第 56 代会長

博会員、この年は米軍

員、
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野口泰則会員、幹事が私、今村です。この年度では姉妹

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

クラブである台北大同扶輪社との交流が大変活発にな

[日

程] 4月5日（木）19：00～

ってきた記憶がございます。また、台北大同扶輪社は創

[場

所] 未定

立30周年でもありました。第57代会長 田川憲生会員、

○西稜 RC～定款に基づき休会

幹事 喜讀宣友会員、記憶に新しいと思いますが、第58

[日

代会長 後藤

○西 RC～親睦会のため時間変更

博会員、幹事 吉永彰一会員、熊本地震の

程] 4月9日（月）18：30～

発生はこの年度です。第59代会長 漆島典和会員、幹事

[変更前] 4月10日（火）12：30～

坂本研一会員、そして第60代会長が私、今村浩昭、幹事

[変更後] 4月10日（火）18：30～

玉田光識会員です。60周年記念事業としまして、この10

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更

年の歴代会長にインタビューした映像を DVD に収める企

[変更前] 4月10日（火）12：30～

画が進んでおりますので、歴代会長の皆さまにはご協力

[変更後] 4月7日（土）11：00～

のほどよろしくお願い申し上げます。

[場

所] 寺田邸

○平成 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 4月11日（水）12：30～

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

６４名

３９名

65.00％

１００.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

[変更後] 4月10日（火）18：30～
○西南 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 4月12日（木）18：30～
[変更後] 4月10日（火）18：30～

欠席記録免除者 1名

○りんどう RC～地区研修協議会へ振替のため日程場所変
更

０名（会員数には含まれません）

[変更前] 4月12日（木）13：00～
[変更後] 4月8日（日）

例会変更のお知らせ

[場

○城東 RC～創立30周年記念式典振替のため日程変更

○中央 RC～合同例会のため日程変更

[変更前] 4月2日（月）18：30～

[変更前] 4月13日（金）18：30～

[変更後] 3月31日（土）15：00～

[変更後] 4月10日（火）18：30～

○グリーン RC～親睦会のため場所変更

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更

[日

程] 4月2日（月）18：30～

[変更前] 4月16日（月）18：30～

[場

所] 日本料理 きた川

[変更後] 4月15日（日）

所] 大分ホルトホール

○東 RC～親睦会のため場所変更

[場

[日

程] 4月3日（火）12：30～

○西 RC～定款に基づき休会

[場

所] ダイニングカフェ彩

[日

所] 西稜の森下草刈り
程] 4月17日（火）12：30～

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

○水前寺公園 RC～災害支援活動のため時間場所変更

[変更前] 4月4日（水）12：30～

[変更前] 4月18日（水）12：30～

[変更後] 4月4日（水）18：30～

[変更後] 4月18日（水）9：00～

[場

[場

所] 城見櫓

所] 阿蘇周辺

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

○05福祉 RC～定款に基づき休会

[変更前] 4月4日（水）12：30～

[日

[変更後] 4月4日（水）19：00～

○西南 RC～親睦会のため時間変更

[場

[変更前] 4月26日（木）12：30～

所] イタリー亭 みやもと

程] 4月24日（火）12：30～

○菊南 RC～熊本城東 RC 創立30周年記念式典へ振替のた

[変更後] 4月26日（木）18：30～

め日程場所変更

○りんどう RC～親睦会のため時間変更

[変更前] 4月4日（水）12：30～

[日

[変更後] 3月31日（水）15：00～

[変更後] 4月26日（木）18：30～

[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] 4月4日（水）12：30～
[変更後] 4月7日（土）12：30～
[場

所] 宝塚ホテル
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程] 4月26日（木）13：00～

幹事報告（玉田光識君）

◆新入会員自己紹介 2回目（岡本直樹君）

1.RI 第2720地区 永田壮一ガバナーより「地区大会のお礼」
が届いております。
2.RI 第2720地区 永田壮一ガバナーより「米山記念奨学会
寄付のお礼とお願い」が届いております。
3.第2720地区ローターアクトより「ロータリー家族清掃活動及
び台湾地震募金活動開催のご案内」が届いております。

皆さま、こんにちは。東武トップツアーズは、現在

4．米山梅吉記念館より「館報 Vol.31」が届いております。

東京2020オリンピック・パラリンピックのオフィシャ

5.例会終了後「60周年実行委員会」を開催いたします。関係

ル旅行サービスパートナーとして、東京だけでなく、

各位はご参加をお願いいたします。

地方も盛り上がろうと一生懸命頑張っています。何か

6.3/16～17地区大会の記念品が届いておりますのでお

ご予定がおありの時は是非お気軽にお声掛けくださ

持ち帰りください。（全会員）

い。今後ともよろしくお願いいたします。

◆熊本中央 RC 挨拶

委員会報告

（下川幸一様・波佐間英樹様・松尾知明様・盧麗娜様）

●親睦活動委員会（桑原幸雄君）
皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で
す。4/2（月）花見＆ワインの会は本日が申込締切と
なっております。回答がまだの方は早めのご返信をお
願いいたします。尚今回は、新入会員の岡本直樹さん
の歓迎会も兼ねたいと思います。また、4/19（木）ゴ
ルフコンペの締切は4/6となっております。こちらも
多数のご参加をお待ちしております。

熊本中央 RC 創立30周年記念式典のご案内がございま
した。（詳細は下記のとおり）
【日

時】2018年5月26日（土）

【会

場】ANA クラウンプラザホテル

●SAA 委員会（野口泰則君）

熊本ニュースカイ
【登録受付】14：00～
【式

典】15：00～

【祝 賀 会】18：00～

皆さま、こんにちは。本日4月例会出欠アンケート

【登 録 料】会員 10,000円/同伴者 8,000円

が配布されておりますのでご回答のほどよろしくお
願いいたします。また、食事のロスを減らすためにも

◆阪田英治会員退会挨拶

変更がある場合はできる限り前週金曜までにお知ら
せくださいますようお願い申し上げます。
●社会奉仕委員会（古財良一君）
皆さま、こんにちは。先週3/18（日）「オハイエく
まもと とっておきの音楽祭」が無事開催されました。
皆さま多大なるご協力をありがとうございました。

皆さま、こんにちは。4/1付で京都支店へ異動とな
ります。3年間大変お世話になりました。京都でも RC

●R 情報委員会（坂本研一君）

に入会予定ですので、熊本南 RC での経験を活かし活

皆さま、こんにちは。3/12（月）
「第2回 R 情報委員

動できればと思います。尚、私の後任者は熊本大学出

会勉強会」を開催いたしました。ご参加の皆さまお疲

身でございますので、こちらに入会できますようご配

れさまでした。これは入会3年未満の会員を対象に会

慮いただけますと幸いです。ありがとうございました。

員維持、出席率向上の一助となるよう企画しておりま
す。今後も定期的に開催したいと思いますので、引き
続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
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●スマイルボックス（井上雅文君）

○井上雄一朗君

○山角智秀様（熊本第4G ガバナー補佐/熊本西稜 RC） Ⅱ

私に似てすごーく手のかかる次男坊がなんとか高校

本日は久しぶりに参加させていただきます。よろしく

に合格しました。齊藤直信会員や私を育てた学付なの

お願いします。

で、これから先も手がかかりそうです。また、熊本中

○下川幸一様・波佐間英樹様・松尾知明様・盧麗娜様
（熊本中央 RC）

央 RC の皆さまを心より歓迎します。

Ⅴ

○杉光定則君

本日は熊本中央 RC 創立30周年記念式典祝賀会のご案

3/24～25 水前寺成趣園での水前寺まつりが無事開催

内にお伺いしました。5月26日（土）15時～ANA クラウ

できました。また、来週の花見＆ワインの会には、会

ンプラザホテル熊本ニュースカイで開催いたします。

社の行事があるため参加できません。お詫びのスマイ

多数の皆さまのご参加をよろしくお願いいたします。

ルです。

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・森本康文君

○河津延雄君

Ⅲ

告坂和紀君・杉光定則君

フジテレビ系列 28 局の中からテレビ熊本制作の 2 番

本日の卓話者 熊本大学名誉教授 両角光男様のご来

組がトップの「ドキュメンタリー大賞」と「FNS ソフ

訪を心よりお礼申し上げます。熊本市のまちづくりの

ト工場最優秀賞」のダブル受賞となりました。ダブル

お話を楽しみにしています。また、熊本第4G ガバナー

受賞は 12 年ぶりとのことです。表彰式のため 3/16～

補佐 山角智秀様、熊本中央 RC 下川幸一様、波佐間英

17 の地区大会は欠席しました。

樹様、松尾知明様、盧麗娜様のご来訪を心より歓迎い

○園田修司君

たします。

桜が綺麗に咲いていますね。今週は天気もよいみたい

○渕田俊郎君・漆島典和君・坂本研一君・園田修司君
古財良一君・丸山浩之君・原
北口

で花見日和ですね。来週 4/2 の花見の会は楽しみにし

裕一君・星野誠之君

ています。本日は会議のため早退します。お詫びのス

誠君

マイルです。

熊本第4G ガバナー補佐 山角智秀様、熊本中央 RC 下

○原

裕一君

川幸一様、波佐間英樹様、松尾知明様、盧麗娜様のご

久しぶりのホームクラブ例会出席です。先週やっと引

来訪を心より歓迎いたします。

越しが完了しました。久留米市諏訪野町へ家族で引っ

○高宮

宏君

越します。今後は熊本での単身生活がほとんどになり

熊本中央 RC の皆さま、
ようこそいらっしゃいました。

そうです。

創立 30 周年記念おめでとうございます。特別代表の
牧様もお元気で素晴らしいことだと思います。記念式

●外部卓話（杉光定則君）

典は出席いたします。

「熊本市中心市街地グランドデザイン 2050」余話

○堀川貴史君

両角光男様（熊本大学工学部顧問 名誉教授）

熊本西稜 RC 山角ガバナー補佐、熊本中央 RC の皆さま
のご来訪を心より歓迎いたします。
○後藤

博君・井上雅文君・林田公治君

先日の地区大会で SAA を担当していただいた皆さま、
大変ありがとうございました。他地区のガバナー、RI
会長代理よりお褒めの言葉をいただきました。皆さま
が完璧に仕事をされたことに感謝のスマイルです。本
当にありがとうございました。また、熊本第 4G ガバ
ナー補佐 山角様、熊本中央 RC の皆さまのご来訪を歓
迎いたします。
○阪田英治君
4 月 1 日付で京都支店へ異動となります。熊本では 3
年 9 ヶ月、熊本南 RC では 3 年お世話になりました。
京都でも RC に入会させていただく予定ですので、熊
本南 RC での経験をもとに活動します。
○古財良一君
オハイエくまもと「とっておきの音楽祭」は快晴の中
盛大に開催されました。ありがとうございました。
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