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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の会員卓話は杉光定則会

員です。楽しみにしております。後ほどよろしくお願

いいたします。 

本日は、2017-18 年度 熊本第 4G ガバナー補佐 山角

智秀様にお越しいただきました。山角ガバナー補佐に

は、「熊本まちあかり」の際に大変お世話になりました。

ガバナー補佐としてのご来訪は本日が最後になるかと

思います。当クラブの例会をどうぞお楽しみください。 

 さて、いよいよ創立 60周年記念式典・祝賀会が今週

末開催されます。会員の皆さまご協力のもと、盛会と

なることを期待して会長挨拶といたします。 

６/１８  年祝いの会＠代継宮・松葉 

７/４   2018-19熊本第 4G会長・幹事

会＠城見櫓 

７/１２  2018-19 第 1 回熊本市域 RC

会長・幹事会＠エミナース 

７/１４   管理運営・職業奉仕セミナー 

      ＠ホルトホール大分 

 

第３８回例会記録（通算第 2769 回）  

平成 30（2018）年６月１１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 

山角智秀様 

（RI第 2720地区 熊本第 4Gガバナー補佐） 

 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

今年度最終卓話 杉光定則会員の「出会いとイノベーション」より  

定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.松本嘉七会員の退会について 

⇒承認されました。 

2.真野和生会員の退会について 

⇒承認されました。 

 

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 71.67％   ７８.３３％ 

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） 
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幹事報告（玉田光識君） 

1.地区 RAより「地区新聞第3号」が届いております。 

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

位はご参加をお願いいたします。 

3.来週（6/18）例会は「常任委員長退任挨拶」を予定し

ています。各常任委員長はよろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 6月19日（火）12：30～ 

[変更後] 6月22日（金）18：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（水）12：30～ 

[変更後] 6月20日（水）18：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル「桃花源」 

○西南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月21日（木）12：30～ 

[場  所] 大慈禅寺 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月21日（木）13：00～ 

[変更後] 6月21日（木）19：00～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月25日（月）12：30～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月25日（月）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 レ・セレブリテ 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月26日（火）12：30～ 

[変更後] 6月26日（火）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月26日（火）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月28日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（金）12：30～ 

 

 

 

 

2017-18年度 熊本第4G ガバナー補佐挨拶（山角智秀様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。今年度も残すところ3週間とな

り、私の任期もいよいよ終了いたします。1年前は大変

緊張しており、逆に前任の貴クラブ 塚本 侃会員はニ

コニコしておいででした。1年後こうなれるのかなと思

っていましたが、おかげさまで同じようになることがで

きました。大変うれしいです。この1年間、皆さまには

多大なご協力をいただき心より感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 

新入会員自己紹介 2回目（藤山直秀君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介は趣味につい

てお話ししたいと思います。趣味の一つにサッカーがあ

ります。始めたのは中学1年生からで、今もシニアリー

グ戦（50歳以上、60歳以上）に出られる時は参加するよ

うにしています。土日はロアッソ熊本の試合記録を取っ

たりしています。その関係で会員の田川憲生さんと知り

合い、入会の際には推薦人になっていただきました。サ

ッカーを通じて子供たちの支援や熊本経済の活性化の

お手伝いができたらと頑張っています。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

60周年実行委員会報告（漆島典和君・馬場大介君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。60周年実行委員会よりお知らせ

です。当日、会員の皆さまは12：00にホテル日航熊本5F

ロビーにご集合ください。実行委員会メンバーは11：00

に集合願います。また、来熊されます台北大同扶輪社様

の歓迎会の締切が本日となっております。参加いただけ

る方は返信をよろしくお願いいたします。（詳細は下記

のとおり） 

【日時】2018年6月15日（金）18：30～ 

【場所】焼肉 浪花 

【会費】8.000円（後日請求いたします） 
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委員会報告 

●出席委員会（山口 競君） 

  皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

出席委員会では、ロータリー活動の基本となる例会出

席率向上の取り組みとしまして、今年度最終例会日で

あります6/25（月）に『例会出席率100％運動』を実

施いたします。ご多忙中とは存じますが、ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。尚、やむを得ず欠席

をされる場合は、メーキャップもしくはサインメーキ

ャップをお願いいたします。 

 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。横書の3頁をご覧ください。

イアン・ライズリーRI会長メッセージが掲載されてい

ます。テーマ：「ロータリー：変化をもたらす」を通

じて、ロータリー活動、山火事に被災された方への支

援、まきストーブの提供、高圧酸素療法センターへの

支援、また、先月も紹介された植樹活動が紹介されて

います。さらに、ポリオ撲滅、資金調達などの支援活

動についても紹介されています。前回、RI会長が「2018

年4月22日のアースデイまでに少なくとも一人1本の

木を植樹しよう」と提唱したことをご紹介しましたが、

7頁から13頁にかけて、各地区の植樹の様子が紹介さ

れています。10頁に、第2720地区の熊本 RC・熊本江南

RC が南阿蘇村で行った植樹の模様が掲載されていま

す。ヤマザクラ、ヤマモミジ、コナラ合計500本と結

構な本数となっています。12頁からは、福島県喜多方

市で行われた広島・被爆樹木の植樹のイベントが掲載

されています。 

  さて、14 頁からは、日本と韓国のロータリアン、そ

の家族も含めた約 70人が参加した、第 19 回国際ロー

タリー囲碁大会の模様が掲載されています。初級クラ

スは日本が優勝しましたが、残念ながら中級・上級ク

ラスは韓国側に優勝を譲っております。16 頁からは、

東京恵比寿 RAC（ローターアクトクラブ）より、2018

年ピョンチャンパラリンピック取材の講評、そして

2020 年東京パラリンピックに向けた抱負が掲載され

ています。18 頁からは、桐生西 RC より、グローバル

補助金を活用した水浄化設備の建設の記事が載って

います。建設場所はミャンマー国境近くのタイ北西端

カレン族の居住地域です。タイの日本兵慰霊碑訪問の

ことも紹介されています。22、23 頁には、連載記事－

米山記念奨学事業 50 年のあゆみ⑦が掲載されていま

す。2012 年に公益財団法人化したこと、2019 年から

は在日留学生だけではなくより多様な国からの奨学

生採用を可能にすることを目的として試行されてい

た「海外応募者対象米山奨学金」の制度が正式に開始

されることなどが掲載されています。また、2017年 8

月に財団設立 50 周年の祝賀として「世界米山学友に

よる感謝 in 熊本」が盛大に開かれたことが紹介され

ています。24 頁から 26 頁にかけて、関連して米山梅

吉の生涯などが紹介されています。27頁には、日本の

ロータリー100 周年実行委員会・記念事業等委員会よ

り、100 周年記念ゴング（鐘）を国内全 34 地区に贈り、

例会で点鐘していただくことで 100周年を祝う機運を

高めようとの提言がなされています。28 頁には、地区

大会略報として、今年 3 月 16、17 日に市民会館で開

催された第 2720 地区の地区大会の模様が紹介されて

います。「熊本・大分地震復興へのあゆみ」をテーマ

に開催されたことが掲載されています。31頁には、ロ

ータリーの友委員会委員長の退任あいさつが掲載さ

れています。広報活動などの一環として、入会候補者、

外部卓話者、自治体、図書館、金融機関、病院などに

ロータリーの友を配布することが提言されています。

また、各クラブが会員数にプラスして 2、3 部ほど多

く購入すれば赤字が解消される計算であることも述

べられています。 

続きまして縦書ですが、第 2720 地区関係では、23

頁に熊本西 RC より米山学友との再会の投稿、それか

ら24頁に東九州龍谷高校IAC（インターアクトクラブ）

より、体育館シューズをタイに寄贈したことが紹介さ

れています。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○山角智秀様（熊本第4Gガバナー補佐） Ⅱ 

 1年間のつとめも終わりとなります。うれしいです。

皆さまには大変お世話になりました。 

○今村浩昭君・玉田光識君・森本康文君・喜讀宣友君 

 本日のご来訪者 熊本第 4G ガバナー補佐 山角智秀様

のご来訪を心より歓迎いたします。今年 1年間大変お

世話になりました。ありがとうございます。また、本

日の会員卓話 杉光定則会員の卓話を楽しみにしてお

ります。 

○塚本 侃君 

 当クラブへの来訪者 山角ガバナー補佐を歓迎してス

マイルいたします。 

○堀川貴史君・藤見泰之君 

 本日ご来訪の山角ガバナー補佐を歓迎してスマイル

いたします。今年度は大変お世話になりました。誠に

ありがとうございました。そしてお疲れさまでした。 
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○寿崎 肇君 

 先週 4 日、宮崎にて寿崎育英財団の理事会会場と同じ

宮崎観光ホテルの宮崎南 RC でメーキャップいたしま

した。2720 地区と 2730 地区に分かれる前からのこと

を話し続けておりました。大変懐かしいことでござい

ました。改めてロータリーは素晴らしいと思いました。

商売繁盛の秘訣を教える団体だと思います。ありがと

うございました。 

○杉光定則君 

 本日は急遽会員卓話を行うことになりました。3 年前

の 7月 1日から丸 3年の 6月末で熊本放送の沼野さん

と交代いたします。最後のご挨拶を兼ねて卓話をさせ

ていただきます。「熊本まちあかり」のご紹介もさせ

ていただきます。3 年間ありがとうございました。 

○雑賀庸泰君 Ⅱ 

 6/16（土）創立 60 周年記念式典に参加できずお詫び

のスマイルです。これに参加せずして何に参加するん

だというくらいのビッグイベントですので大変申し

訳ございません。70 周年記念式典には必ず参加したい

と思います。 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

         「出会いとイノベーション」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆6/12（火）熊本南 RAC 例会 

  メインプログラムは中川会員による、ローターアク

トとは？の基礎知識の勉強会でした。 

  


