4/2（ 月 ） 花 見 ・ ワ イ ン の 会 ＆ 新 入 会 員 歓 迎 会 ＠ KKR ホ テ ル よ り

第３０回例会記録（通算第 2761 回）
平成 30（2018）年４月２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
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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
クラブ協議会＠ホテル日航熊
本
熊本中央 RC 創立 30 周年記
念式典＠ニュースカイ

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は、会員卓話で真
野和生会員です。楽しみにしております。後ほどよろ

員一丸となり進めてまいりたいと思っておりますので、

しくお願いいたします。

引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

さて、先週 3/31（土）開催されました「熊本城東 RC
創立 30 周年記念式典・祝賀会」に出席いたしました。

例会変更のお知らせ

参加された皆さま、大変お疲れさまでした。参加者数

○西稜 RC～定款に基づき休会

は 400 名ほど、プロジェクションマッピングで 30 年を

[日

振り返える企画等、60 周年記念式典の参考になりまし

○西 RC～親睦会のため時間変更

た。また、熊本江南 RC からは 60 周年記念式典全員登

[変更前] 4月10日（火）12：30～

録とのお話をいただきました。

[変更後] 4月10日（火）18：30～

前回もご報告しましたが、当クラブは記念事業とし

程] 4月9日（月）18：30～

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更

まして、この 10 年の歴代会長にインタビューした映像

[変更前] 4月10日（火）12：30～

を DVD に収める企画が進んでおります。キャラバンも

[変更後] 4月7日（土）11：00～

一段落し数箇所を残すのみとなりました。今後も全会

[場

所] 寺田邸

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

○平成 RC～合同例会のため日程変更

◆新入会員自己紹介 3回目（岡本直樹君）

[変更前] 4月11日（水）12：30～

皆さま、こんにちは。東武トップツアーズ㈱熊本支

[変更後] 4月10日（火）18：30～

店の岡本です。1月より熊本支店へ異動となり現在単

○西南 RC～合同例会のため日程変更

身生活です。月に1、2回は家族のいる自宅に帰るので

[変更前] 4月12日（木）18：30～

すが、先日帰った時にロータリークラブに入会したこ

[変更後] 4月10日（火）18：30～

とを報告したところ、家内が大変驚いておりました。

○りんどう RC～地区研修協議会へ振替のため日程場所変

熊本南 RC に入会し、皆さまとご縁ができたこと、ま

更

た、奉仕活動の機会をいただけたことに心より感謝し

[変更前] 4月12日（木）13：00～

ております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

[変更後] 4月8日（日）
[場

所] 大分ホルトホール

◆坂本研一会員ご案内

○中央 RC～合同例会のため日程変更

皆さま、こんにちは。漆島典和会員の神社で開催さ

[変更前] 4月13日（金）18：30～

れます「第8回 曲水の宴」のご案内です。今回は5月4

[変更後] 4月10日（火）18：30～

日（金・祝）に執り行われます。大変雅なお祭りで、

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更

高校生による野点や小さなお子様にも楽しんでいた

[変更前] 4月16日（月）18：30～

だけるような企画も用意されています。是非ご家族連

[変更後] 4月15日（日）

れでお越しいただければと思います。また、皆さまに

[場

はのぼり旗のご協力をいただけますと幸いです。どう

所] 西稜の森下草刈り

○西 RC～定款に基づき休会
[日

ぞよろしくお願い申し上げます。

程] 4月17日（火）12：30～

○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18日（水）12：30～
[変更後] 4月18日（水）9：00～
[場

所] 阿蘇周辺

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 4月24日（火）12：30～

○西南 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 4月26日（木）12：30～
[変更後] 4月26日（木）18：30～

◆田中裕司会員ご案内

○りんどう RC～親睦会のため時間変更
[日

皆さま、こんにちは。4月6日～8日に開催されます

程] 4月26日（木）13：00～

「くまもと復興映画祭」のご案内です。今回私が実行

[変更後] 4月26日（木）18：30～

委員長を務めさせていただきます。おかげさまで7日
の菊池市文化会館はチケットが完売しておりますが、

幹事報告（玉田光識君）

8日市民会館はまだお席に余裕がございます。熊本出

1.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

身の映画監督や俳優の作品が上映されますし、斎藤工

び台湾地震募金活動開催のご案内」が届いております。

さんや薬師丸ひろ子さん等ゲストも大変豪華ですの

2.本日の「花見・ワインの会＆新入会員歓迎会」は18：30～

で、是非皆さまお越しください。

KKR ホテル 1F ローズガーデン開催です。ご参加の方は
よろしくお願いいたします。

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

６２名

３９名

67.24％

８８.３３％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）
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委員会報告

○野口泰則君

●親睦活動委員会（桑原幸雄君・三角雄介君）

真野和生会員の新入会員卓話を楽しみにしています。

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で

何の話が出るのか感動的なのか試されますね。

す。本日の「花見・ワインの会＆新入会員歓迎会」は

○真野和生君

KKR ホテル1F ロータスガーデンにて18：30～開催です。

初めての卓話でドキドキしています。勇気を出すスマ

ご参加の方はよろしくお願いいたします。

イルです。どうぞお手柔らかにお願いします。「力必
達」（努むれば必ず達す）の心でお話させていただき

［結婚祝］

［誕生祝］

ます。

園田修司君

4.1

田川憲生君

4.2

○久峨章義君・田中裕司君

喜讀宣友君

4.19

山口 競君

4.5

大和ハウス工業株式会社熊本支店が 4 月 1 日から熊本

松本嘉七君

4.22

林田公治君

4.27

支社に昇格し、平尾支店長から支社長に昇格されまし

井上雅文君

4.23

た。おめでとうございます。今後もますます昼夜問わ

漆島典和君

4.28

ずのご活躍を期待しております。

河津延雄君

4.30

○渕田俊郎君・久峨章義君・高宮

宏君・堀川貴史君

今村浩昭君・漆島典和君・坂本研一君
熊本城東 RC 創立 30 周年記念式典・祝賀会に参加して
まいりました。お疲れさまでした。
○田中裕司君
4 月 6 日～8 日、くまもと復興映画祭が熊本市と菊池
市で開催、私が実行委員長を務めております。6 日 18：
30～二の丸公園でオープニング、7 日は菊池市で、8
日は市民会館で上映と出演者・監督のトークショー等
［結婚祝］

があります。今回の目玉ゲストは斎藤工さんと薬師丸
ひろ子さんです。よろしくお願いします。
○星野誠之君
週末は土曜日曜とも子供たちの野球の練習試合でし
た。土曜は八代のチームに 3 連敗、日曜は合志のチー
ムに 3 連勝でした。その中で三男ハルキが見事なバン
トを決めました。とうとうハルキも覚醒し始めたので
うれしく感じています。喜びのスマイルです。

［誕生祝］

●会員卓話（杉光定則君）
「真和経営システムズと心のマネジメント」

●RAC 委員会（井上雅文君）

真野和生君

皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご案内です。
今年度も青少年奉仕月間である5月に RAC が中心とな
り、親睦と社会貢献を目的としてロータリー家族清掃
活動が開催されます。また今回は、台湾花蓮での地震
災害支援として募金活動も行います。開催日は5月6日
（日）
、熊本会場は白川公園に9時集合です。是非多数
のご参加をお待ちしております。
●スマイルボックス（井上雅文君）
○今村浩昭君・玉田光識君・告坂和紀君・喜讀宣友君
杉光定則君
本日の真野和生会員の卓話を楽しみにしています。久
しぶりに眠れませんでした。また、今日の花見の会を
楽しみしています。大いに散りかけの桜を観ましょう。
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■4/2（月）花見・ワインの会＆新入会員歓迎会
＠KKR ホテル ロータスガーデン

【例会予定】
4/16 会員卓話 田中靖昭君
4/23 戦略委員会・60 周年実行委員会
クラブフォーラム（2）
4/30 祝日のため休会
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