2017-2018 今村会長年度 執行部の皆さん、1 年間お疲れさまでした！
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熊本第４G 会長・幹事会
＠城見櫓
７/１２ 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
７/２８-２９ 地区 IA 年次大会＠大分

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本年度最後の例会です。本日
は卓話の時間を頂戴し、会長・副会長・幹事の退任挨

例会変更のお知らせ

拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

まず、6/16（土）に宇城ロータリークラブとのスポ

[日

程] 7 月 5 日（金）19：00～

ンサークラブ締結式を行いました。RI 日本事務局より

[場

所] 未定

6 月 16 日付で認定承認のお知らせが届きましたのでご

○中央 RC～親睦会のため場所変更

報告申し上げます。

[日

程] 7 月 13 日（金）18：30～

[場

所] 城見櫓

さて、6 月 12 日米長首脳会議がシンガポールにて行
われました。一番のポイントとしては北朝鮮の非核化

○西 RC～定款に基づき休会

でしたが、会談後の共同声明では朝鮮戦争の非核化が

[日

合意されました。合意文書として、北朝鮮が非核化に

○05福祉 RC～定款に基づき休会

向かうことを合意できたのは、個人的には歴史的な一

[日

歩ではないかと思います。今後日本と北朝鮮の関係が

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

どうなっていくのかは分かりません。後ろ向きな話が

[日

多い中、難しいことかもしれませんが友好的な関係に

○りんどう RC～定款に基づき休会

なっていく可能性に期待したいと思います。

[日

程] 7 月 17 日（火）12：30～
程] 7 月 17 日（火）12：30～
程] 7 月 18 日（水）12：30～
程] 7 月 19 日（木）13：00～
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○西 RC～合同例会のため日程変更

●スマイルボックス（藤見泰之君）

[変更前] 7 月 24 日（火）12：30～

○今村浩昭君・玉田光識君・森本康文君・喜讀宣友君

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～

杉光定則君・平木俊孝君・野間和子君

[場

1 年間、会長・幹事席一同大変お世話になりました。

所] ニュースカイ

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

執行部全員、我が熊本南 RC 全会員にお礼申し上げま

[変更前] 7 月 25 日（水）18：30～

す。

[変更後] 7 月 25 日（水）19：00～
[場

○齊藤直信君

所] 味の波止場

Ⅹ

本日は視察旅行のため副会長退任挨拶ができません。

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7 月 25 日（水）18：30～

[場

所] 未定

お詫びのスマイルです。1 年間お世話になりありがと
うございました。
○堀川貴史君

○中央 RC～合同例会のため日程変更

今村会長はじめ執行部の皆さま、1 年間大変お世話に

[変更前] 7 月 27 日（金）12：30～

なりました。感謝のスマイルです。

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～
[場

○渕田俊郎君・久峨章義君・高宮

所] ニュースカイ

宏君・堀川貴史君

漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・馬場大介君

○05福祉 RC～定款に基づき休会

永井富士雄君・星野誠之君・三角雄介君・西川尚希君

[日

北口

程] 7 月 31 日（火）12：30～

誠君・藤見泰之君・金井昌道君・山口

競君

大津英敬君
幹事報告（玉田光識君）

今村会長年度役員の皆さま、1 年間大変お世話になり
ました。感謝しスマイルいたします。また、杉光さん、
大変お世話になりました。今後は夜の街でお会いしま
しょう。
○井上雄一朗君

Ⅴ

創立 60 周年記念事業 今村会長、漆島実行委員長、そ
1.台北大同扶輪社よりお礼状が届いております。

して皆さまお疲れさまでした。先日 6/22 に当社 清水

2.熊本水前寺 RC 森裕子様よりお礼状が届いております。

支店のリニューアル起工式を代継宮 漆島様に祈願い

3.日田 RC より「創立 55 周年記念式典へのご案内」が届

ただきました。前回地震で全壊した本社屋の建て直し

いております。

の際も漆島さんに祈願いただき無事何事もなく再構

4. 荒尾 RC より「クラブ創立40周年記念式典・祝賀会の

できましたが、本社屋と別棟のサービス工場を二期工

ご案内」が届いております。参加希望の方は申込書に

事で作り直した際には祈願なしで工事を進めた結果、

ご記入をお願いします。（再）

完成した日にスプリンクラー配管が凍結破裂し天井
から雨漏りしました。このように皆さん、漆島さんの
祈願能力は本物です！漆島さんの祈願能力に敬意を

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

４５名

75.00％

１００．００％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

払うとともに、感謝しスマイルいたします。
○真野和生君

Ⅱ

この 1 年、様々な体験をさせていただきました。愛に
溢れ個性豊かな皆さんとご一緒させていただき、私も

欠席記録免除者 1名

一回り大きくなったような気がします。熊本南ロータ
リークラブの今後ますますの発展とロータリアンの

０名（会員数には含まれません）

皆さまの御健勝をお祈りして感謝のスマイルをさせ
ていただきます。ありがとうございました。
○園田修司君
先日同窓会にて本年の祭りに向けての神事が行われ
ました。今年も魚萬生駒 永井社長に立派な鯛をご用
意いただきました。いつもありがとうございます。今
年度最後のスマイルですね。優しく四字熟語がおもし
ろくグレーヘヤーがかっこいいスマイル副委員長の

委員会報告

藤見さんありがとうございます。

ございません
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○齊藤直信君

Ⅹ

南RCが始まったような気がしました。11月には姫路南

先日、持ち馬のアテンコールが優勝しました。お祝い

RCとの交流会があり、2月には姫路南RC創立60周年記

のスマイルです。

念事業へ我がクラブから10名参加しました。その際に

○藤見泰之君

我がRC創立60周年記念式典・祝賀会の案内もさせて頂

本日の言葉は「有終之美」です。物事をやり遂げよう

きました。2月には塚本会員の旭日中綬章受賞祝賀会

と思っていても、実際に最後までやり遂げられる人は

を執り行うことができました。当クラブとしてとても

少なく、物事をやり遂げ最後に成果を出したことをい

喜ばしい出来事でした。3月の地区大会では我が熊本

います。今年度は先日の創立 60 周年記念式典をはじ

南RC会員のSAAでの活躍は素晴らしいものがあり、地

め、多くの事業を成し遂げた 1 年であったかと思いま

区大会の成功へ大きな貢献をされたと思います。最後

す。まさしく有終之美を飾るこの 1 年にふさわしい言

に6月16日の60周年記念事業は大きな成功でした。漆

葉として本日紹介しました。また今年度は創立 60 周

島委員長を中心にして委員全員の活躍以外の何物で

年を迎えて当クラブの伝統と歴史が深まり、ロータリ

もありません。熊本は熊本地震後でまだまだ大変です

ー活動と相まってクラブも会員の皆さまにもまさに

が、今年は熊本南RCにとって少し明るい話題があった

「福徳円満」の様相にあります。この流れがぜひ次年

ような気がします。

度にも受け継がれ深まっていくことを祈念し今年度

さて、幹事の仕事の中心は「クラブの管理運営」が

最後のスマイル報告とさせていただきます。

ありました。クラブの各委員会の委員長、副委員長、
各委員は担当委員会の仕事に責任をもって担当をさ
れました。まさにロータリークラブの5大奉仕の第１
部門「クラブ奉仕」をもってクラブを充実したものに
して頂いたと思っています。大変お世話なりました。
この１年を振り返りますと、私自身何もすることなく
終わったような気がします。それはすべての会員お一

本年度スマイル累計

人お一人のRCでの奉仕活動に支えられたからだと思

¥1,444,000

います。本当にありがとうございました。最後に事務

✩皆さま、本年度スマイルのご協力誠にありがとうござ

局の東さん１年間大変お世話なりました。知識不足な

いました！

私を支えて頂いたことに感謝いたします。

●退任挨拶

○副会長（齊藤直信君）

○会員維持増強委員長（吉永彰一君）

皆さま、こんにちは。今年度副会長を仰せつかりま
した、齊藤直信です。副会長として、裏方に徹し今村
会長をお支えすべく一年間頑張ってまいりました。後
半、例会に出席できない事が多くなりましたが、台北
大同 RC や姫路南 RC との交流、創立 60 周年記念事業
など、皆さまのご支援、ご協力に心より感謝申し上げ

皆さま、こんにちは。今年度会員維持増強委員長の

ます。

吉永です。今年度は会員 60 名でスタート、入会者 7
名、退会者 3 名でした。今年度はなかなか例会に参加

○会長（今村浩昭君）

することができず申し訳ございませんでした。一年間
本当にありがとうございました。
○幹事（玉田光識君）
今年度今村会長のもと、幹事を拝命しておりました
玉田光識です。まず、なんとか１年間無事に幹事とし

2017～2018 年度、第 60 代熊本南ロータリークラブ

て終わることが出来るのは今村会長、斎藤副会長、告

会長を拝命しました、今村浩昭です。ロータリー歴 10

坂、森本副幹事のご指導、ご支援のお陰だと思ってお

年、職業分類は不動産賃貸業です。はじめに、一年間

ります。あまり役に立たない私を支えて頂きご迷惑ば

を無事終わることができますことを、まずは、皆様に

かりかけました。ありがとうございました。簡単に1

感謝いたします。一年間を振り返りますと、7 月の第

年を振り返りますと、まず今年度は8月に我が熊本南

1 回クラブ協議会でガバナー補佐の意見に目が点にな

RCに初の女性会員野間和子様が入会され新たな熊本

3

った記憶が蘇ります。他クラブとの運営方法の違いが
原因でした。毎週の挨拶にも緊張感が抜けませんでし
た。8 月の台北大同 RC の短期交換留学生の受入。西川
ファミリー、井上ファミリー、星野ファミリー、漆島
ファミリーには本当にお世話になりました。ありがと
うございました。暑気払いは留学生と受入ファミリー
と一緒に盛大に開催できました。また、西稜 RC と合
同のガバナー公式訪問。11 月には第 5 回水球大会が開
催され 10 年プロジェクトの将来について高校の先生
方との論議が深まりました。12 月には年忘れ家族会が
開催され、何とか半年を折り返し、60 周年に向けて本
格的に動き出しました。1 月の新春合同例会。2 月の
姫路南ロータリークラブ 60 周年記念式典への参加。
60 周年キャラバンがスタートしました。また、友好ク
ラブへ向け、静かな歩みも始まりました。3 月、10 名
近くの地区委員を当クラブから輩出し、地区大会を子
ホストクラブとして支えさせて頂きました。4 月には
台北大同 RC へ 60 周年キャラバン。そして、6 月 16 日
60 周年記念式典、記念講演、記念祝賀会。宇城 RC と
の親子クラブとしての調印。一年間目一杯走り抜けた
感があります。ロータリアンの皆様には大変お世話に
なりました。行き届かない点ばかりだったとは存じま
すが、何卒ご了承くださいませ。本年度のテーマとし
て、“イノベーション（変革）

”～奉仕の理想を受

け継いで～を掲げさせて頂きました。いま、何がイノ
ベーション出来て、何が出来なかったかはよくわかり
ません。しかしながら、熊本南ロータリークラブが、
個性あふれるエネルギーに満ち満ちたクラブとなっ
て、時代に対応していければと思っています。
この一年間、本当にお世話になりました。そして、
ありがとうございました。
◆6/18（月）年祝い祈願祭・親睦会＠代継宮/松葉

【例会予定】
7/2

会長・副会長・幹事就任挨拶

7/9

常任委員長就任挨拶

7/16 祝日のため休会
7/23 新入会員卓話 岡本直樹君
7/30 定款に基づき休会
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