5/6（日）RI 第 2720 地区 地区 RA 家族清掃＆台湾地震募金活動より。お疲れさまでした！

第３４回例会記録（通算第 2765 回）
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ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介
村上慶輔君（熊本南 RAC）
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2017-18 第 4 回熊本市域 RC
会長・幹事会＠火の国ハイツ
第 4 回熊本・大分地震支援対
策会議＠ニュースカイ
熊本中央 RC 創立 30 周年記
念式典＠ニュースカイ
2018-19 地区会員増強セミナ
ー＠熊本学園大学
2018-19IAC 指導者研修会＠
熊本市現代美術館
創立 60 周年記念式典・祝賀会
＠ホテル日航熊本
年祝いの会＠代継宮・松葉

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は、熊本南ロータ
ーアクトクラブ 村上慶輔会長代行です。卓話を楽しみ
にしております。よろしくお願いいたします。
まず、うれしいご報告からです。本日、朝日生命保

雅文 RAC 委員長はじめ、多数の会員及びご家族の方にも

険相互会社熊本支社長 藤野俊昭様が入会されました。

ご参加いただきました。ご参加の皆さま大変お疲れさま

後ほど第 1 回目の自己紹介がございます。

でした。

さて、祝日と休会が入り 2 週間ぶりの例会ですので、

お知らせにつきまして、6/4（月）開催としておりま

いくつかご報告とお知らせがございます。5/4（金・祝）

した「年祝いの会」を都合により日程変更いたします。

漆島典和会員の代継宮で「曲水の宴」が開催されまし

本日のクラブ協議会にて決定後ご案内予定です。ぜひ多

た。多数の会員が実行委員会として協力されました。

数のご参加をお願いいたします。また、次年度の話とな

ご参加の皆さまお疲れさまでした。5/6（日）は RI 第

りますが、姉妹クラブ委員会では短期青少年交換留学事

2720 地区 地区 RA 家族清掃及び台湾地震募金活動が行

業計画（送り出し）に基づき、交換留学生の募集を行い

われました。当日はあいにくのお天気でしたが、井上

ます。こちらも多数のご応募をお待ちしております。

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

尚、以前報告しました台北大同扶輪社との姉妹クラブ締

○城東 RC～定款に基づき休会

結（更新）についてですが、前回の締結期間が 1 年残っ

[日

ておりますことから、来年の台北大同扶輪社 創立 35 周

○西 RC～親睦会のため時間変更

年記念式典時に台北で行うことに変更となりましたの

[変更前] 6月26日（火）12：30～

でご報告申し上げます。

[変更後] 6月26日（火）18：30～

程] 6月25日（月）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
例会変更のお知らせ

[日

程] 6月27日（水）12：30～

○西 RC～中央 RC 創立30周年記念式典へ振替

○中央 RC～定款に基づき休会

[変更前] 5月22日（火）12：30～

[日

程] 6月29日（金）12：30～

[変更後] 5月26日（土）15：00～
[場

所] ニュースカイ

幹事報告（玉田光識君）

○平成 RC～中央 RC 創立30周年記念式典へ振替

1.地区事務所より「ガバナーノミニー・デグジネート決定のご

[変更前] 5月23日（水）18：30～

報告」が届いております。

[変更後] 5月26日（土）15：00～
[場

2.多良木 RC より「創立50周年記念式典・祝賀会ご出席

所] ニュースカイ

の御礼」が届いております。

○西南 RC～中央 RC 創立30周年記念式典へ振替

3.本日19：00より（食事18：30～「第4回（現・新合同）

[変更前] 5月24日（木）12：30～

クラブ協議会」を開催いたします。関係各位はご参加

[変更後] 5月26日（土）15：00～

をお願いいたします。

[場

所] ニュースカイ

4.RI 第2720地区 髙山泰四郎ガバナーエレクトより、

○中央 RC～創立30周年記念式典へ振替

2018-19年度地区委員 委嘱状が届いております。（高

[変更前] 5月25日（金）12：30～

宮

[変更後] 5月26日（土）15：00～
[場

宏会員、三角雄介会員、園田修司会員）

5.ホテル日航熊本より「駐車場ご優待内容の変更につい

所] ニュースカイ

て」が届いております。

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月29日（火）12：30～

出席報告（金井昌道君）

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月29日（火）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月30日（水）12：30～
程] 5月30日（水）12：30～

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４０名

68.97％

７７.９７％

名誉会員

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

出席数

出席規定適用免除者

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

会員数

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

程] 5月31日（木）13：00～
新入会員自己紹介 1回目（藤野俊昭君）

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6月8日（金）12：30～
[変更後] 6月8日（金）18：30～
[場

所] 和食 仲むら

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6月11日（月）12：30～
[変更後] 6月11日（月）18：30～
[場

氏名：藤野俊昭（ふじの

所] 青柳

としあき）君

○西 RC～南 RC 創立60周年記念式典へ振替

生年月日：昭和42年10月22日

[変更前] 6月12日（火）12：30～

出身：長野県

[変更後] 6月16日（土）13：45～

勤務先：朝日生命保険相互会社熊本支社

[場

趣味：ランニング、釣り、ゴルフ

所] ホテル日航熊本

推薦者：今村浩昭君・玉田光識君

○江南 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6月13日（水）18：30～

[場

所] 和食 仲むら本店
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60周年実行委員会報告（漆島典和君）

◆2018-19（次年度）地区委員委嘱伝達式
【ライラ委員会 委員】

高宮 宏君・三角雄介君

【青少年交換委員会 委員】

園田修司君

皆さま、こんにちは。60周年実行委員会よりご報告で
す。おかげさまで、本日現在689名のご登録をいただい
ております。皆さまのご協力に感謝申し上げます。講演
会の方ですが一般参加者が少ないようです。参加費無料
となりますので、お知り合いの方等ぜひお声掛けしてい
ただけますと幸いです。開催までちょうど1ヶ月となり
ました。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
委員会報告

●スマイルボックス（藤見泰之君）

●親睦活動委員会（河津延雄君）

○今村浩昭君・玉田光識君・告坂和紀君・森本康文君

［結婚祝］
田川憲生君
5.2
後藤 博君
5.7
西川尚希君
5.13
山口 競君
5.14
坂本研一君
5.17
森本康文君
5.18
東矢憲一郎君
5.19
吉永彰一君
5.20
平木俊孝君
5.22

喜讀宣友君・杉光定則君

［誕生祝］
原 裕一君
5.11
東矢憲一郎君 5.29

本日の卓話 熊本南 RAC 村上慶輔君、出雲貴士君のご
来訪を心より歓迎いたします。また、新入会員 藤野
俊昭さん、入会おめでとうございます。一日も早く熊
本南 RC に慣れて楽しんでください。
○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・園田修司君
三角雄介君・北口

誠君・大津英敬君

朝日生命保険相互会社熊本支社長 藤野俊昭様のご入
会を歓迎いたします。熊本南 RC 夜の課外活動にもぜ
ひご参加ください！
○井上雅文君・馬場大介君・金井昌道君・藤見泰之君
本日の卓話者 熊本南 RAC 会長代行 村上慶輔様、熊本
南 RAC 新入会員の出雲貴士様のご来訪を歓迎いたしま
す。熊本南 RAC の活動報告、活動方針についての卓話
楽しみです。落ち着いて頑張ってください。また、5/6
地区 RA 清掃活動＆台湾地震募金活動にご参加いただ

［結婚祝］

いた皆さま、ありがとうございました。
○藤野俊昭君

◆2018-19（次年度）姉妹クラブ委員会（丸山浩之君）

新入会です。よろしくお願いします。
○漆島典和君
第 8 回 曲水の宴、無事に斎行できましたこと、心よ
り感謝申し上げます。
○坂本研一君・馬場大介君・古財良一君・丸山浩之君
三角雄介君・藤見泰之君・北口

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より

誠君・坂本幸樹君

告坂和紀君・大津英敬君

お知らせです。次年度も台北大同扶輪社との短期青少

5/4（金・祝）
「第 8 回曲水の宴」が開催され、無事成

年交換留学事業を行います。期間は8月2日（木）～8

功いたしました。これもひとえに来宮された皆さま、

月7日（火）の予定、送り出し年度となりますので、

尽力いただいた関係者の皆さまのおかげと感謝して

皆さまには改めて交換留学生の募集案内をいたしま

おります。今回、告坂和紀会員のフィアンセと初めて

す。ぜひ多数のご応募をお待ちしております。尚これ

お会いし一緒にお酒を呑みましたが、すでに尻に敷か

に先立ち、5/28（月）次年度姉妹クラブ委員会 IM を

れている告坂君は大汗をかいて隣でアワアワ言って

開催したいと思います。関係各位はご参加をよろしく

いました。ホテル日航熊本での結婚式を楽しみにして

お願いいたします。

います。
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○告坂和紀君
私事で恐縮ですが、以前スマイルでもご報告させてい
ただいた彼女と GW に宮崎に行ってきました。そこで
坂本研一会員のご友人でもある宮崎南 RC の方にもご
協力いただきプロポーズをしてきました。その結果、
無事彼女から OK をもらうことができ婚約しました。
これから結婚に向けて少しずつ準備を始めていきた
いと思っています。結婚式はぜひホテル日航熊本でさ
せていただきたいと思っていますので、田川会員何卒
よろしくお願いいたします。熊本南 RC に入って本当
によかったです！ありがとうございます！！
○藤見泰之君
本日言葉は「一徳一心」（いっとく いっしん）です。
意味は目的を一つにする者同士が協力し合い、心も一
つにして事にあたることです。スマイルでの寄付金は、
クラブ奉仕プロジェクトの活動資金となります。毎例
会そして本日も、たくさんのスマイルに感謝しており
ます。ありがとうございました。

●月間テーマ卓話（杉光定則君）
「2017-18 活動報告及び 2018-19 活動方針」
村上慶輔君（熊本南 RAC 会長代行）

◆5/6（日）地区 RA 家族清掃＆台湾地震募金活動

◆5/10（木）熊本南 RAC 例会
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