2018-19 喜讀会長年度 執行部の皆さん、1 年間よろしくお願いします！

第１回例会記録（通算第 2772 回）
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斉唱 国家 君が代
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す。本来であれば本年度開催のところを前倒しで開催して頂
会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。今日という日が来ないかと思ってい

き、胃が痛くならずに済み、心の中でラッキーと叫びました。
今村直前会長本当にありがとうございました。

ましたが、やっぱり来ました。本年度 熊本南 RC 第 61 代会長

本日は倉崎幹事が仕事の都合でお休みということで前途多

を仰せつかりました喜讀宣友です。本日は晴れの日というこ

難な船出ではありますが、年間 39 回のうちの 1 回がたまたま

とで野口パスト会長から勝負ネクタイということでいただい

最初に来たものと思っております。

た赤いネクタイをしてまいりました。これはいただいた日か

いまワールドカップサッカー真っ只中、日本も予選を突破し

らそうしよう決めておりました。しかしながら毎回ネクタイ

て盛り上がっていますが、身体能力で劣る日本は組織的に守備

をするかというと、クールビズ期間はクールビズでというス

をしています。2 人で挟んで抜かれたら次が行くという風に。

タンスでいきたいと思っております。
まずは、前年度 今村会長、齊藤副会長、玉田幹事をはじめ

今回、副幹事に大津君、桑原君というスーパーサブ、バック
アッパーを配しておりますので大丈夫だと確信しております。

とする理事役員の皆様 1 年間本当にお疲れさまでした。そし

まずは仕事が 1 番。仕事あってのロータリーだと思っておりま

て、まだ余韻も冷めやらぬところですが、素晴らしい 60 周年

す。私に何かあったときは副会長に田川さんという半端ない方

の記念式典事業を大成功に終わらせた漆島実行委員長をはじ

をお願いしておりますのでご安心ください。後ほど就任のご挨

めとする実行委員会の皆様お疲れさまでした。特に大役を男

拶がございますのでこれをもちまして第 1 回目の会長報告と

気で受けていただいた漆島実行委員長には感謝しておりま

させていただきます。
1 年間どうぞ宜しくお願い致します。

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

2017-18（前年度）会長・幹事へ記念品の贈呈

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 7 月 31 日（火）12：30～

幹事報告（大津英敬君）
1.RI 第2720地区 2017-18年度ガバナー 永田壮一様より「ご挨拶
（御礼）」が届いております。
2.宇佐八幡 RC より「創立30周年記念式典及び祝賀会のご案内」が
届いております。参加希望の方は申込書にご記入願います。

出席報告（森本康文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４２名

71.19％

９０.００％

新入会員自己紹介 1回目（沼野修一君）
氏名：沼野修一 君
（ぬまの

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

欠席記録免除者 1名

しゅういち）

生年月日：昭和30年9月2日
出身：熊本県

０名（会員数には含まれません）

勤務先：株式会社熊本放送
趣味：山歩き

例会変更のお知らせ

推薦者：渕田俊郎君・野口泰則君

○江南 RC～クラブ協議会開催のため時間変更
[変更前] 7 月 11 日（水）18：30～

委員会報告

[変更後] 7 月 11 日（水）12：30～

ございません

○中央 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7 月 13 日（金）18：30～

[場

所] 城見櫓

●スマイルボックス（藤見泰之君）
○喜讀宣友君・田川憲生君・倉崎保広君・桑原幸雄君

○西 RC～定款に基づき休会
[日

大津英敬君・坂本研一君

程] 7 月 17 日（火）12：30～

今村会長年度執行部の皆さま、1 年間お疲れさまでした。今

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

年度 喜讀年度も会長はじめ、執行部一同精一杯がんばって

程] 7 月 17 日（火）12：30～

まいりますので、1 年間よろしくお願い申し上げます。また、

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

沼野修一様の入会を歓迎いたします。さらに倉崎幹事の初回

程] 7 月 18 日（水）12：30～

からの欠席、誠に申し訳ありません。次回大枚スマイルに期

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

待いたします。

程] 7 月 19 日（木）13：00～

○久峨章義君・堀川貴史君・高宮

○西 RC～合同例会のため日程変更

井上雅文君・坂本幸樹君・北口

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～

執行部の皆さま、1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
○今村浩昭君・玉田光識君

[変更前] 7 月 25 日（水）18：30～

1 年間お世話になりました。喜讀号の船出を応援します！

[変更後] 7 月 25 日（水）19：00～

○寿崎

所] 味の波止場

回例会に出席いたします。熊本南 RC への感謝を伺ってまい

[変更前] 7 月 25 日（水）12：30～

ります。翌 7 日は髙山ガバナーより招集がありましたので行

[変更後] 7 月 25 日（水）18：30～

ってまいります。宇城 RC の子クラブは熊本南 RC の皆さまの

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更
程] 7 月 25 日（水）18：30～

[場

所] 未定

おかげです。参加してお礼を申し上げてきます。
○馬場大介君
熊本南 RAC で弊社社員の中川君がお世話になっています。先

○中央 RC～合同例会のため日程変更

日ようやく別のアクトクラブの古賀君と入籍しました。これ

[変更前] 7 月 27 日（金）12：30～

から古賀さんになります。RAC もあと 1 年頑張ってくれると

[変更後] 7 月 26 日（木）12：30～
[場

肇君

7/6（金）は子クラブの承認をいただきました宇城 RC の第 1

○江南 RC～ガバナー公式訪問のため時間変更

[日

誠君・森本康文君

喜讀年度のスタートにあたり、心よりお祝い申し上げます。

所] ニュースカイ

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

[場

宏君・漆島典和君

古財良一君・園田修司君・河津延雄君・藤見泰之君

[変更前] 7 月 24 日（火）12：30～
[場

Ⅹ

思います。ご縁に感謝してスマイルします。

所] ニュースカイ
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○齊藤直信君

Ⅹ

思います。本年度の理事、役員、委員長を決めるにあたり、

久しぶりのホーム例会出席です。アテンフェスタ、6/23 阪

CLP をベースにしつつもポリバレント（いろんな役を経験し

神特別レースで優勝！また、喜讀年度の活躍を期待して！！

て頂きたい）という思いもありました。
まず副会長は会長をお引き受けすることがあるなら絶対

●就任挨拶

に田川さんにと思っておりました。2014-15 年度会長をされ

○会長（喜讀宣友君）

た年に幹事をやらせて頂いたというご縁からなかば強引に
お願いしました。人間的にも尊敬しておりますし、会長年度
の方針でありました「とってもいいクラブ」づくりは私も目
指すところであります。幹事は倉崎さん。本日欠席ですが。
元々だいぶ前から知ってはおりましたが、そんなに付き合い
は深くなかったのですが、冒頭に言いました際田さんの会で

改めまして皆さんこんにちは。2018－2019 年度 歴史と伝

幹事役をされていて毎回お金も含めてきっちり仕切ってお

統ある熊本南ロータリークラブ第 61 代会長を拝命しました

られたのを拝見し、クラブ内ではこれまであまり目立ってお

喜讀宣友です。私は、平成 17 年 11 月に、現在は退会されま

られませんでしたが、こういう人が表に出て欲しいという思

した際田会員と後藤パスト会長の推薦で入会しました。出席

いもありお願いしました。いろんな会の冒頭の挨拶中に電話

委員長、雑誌委員長、職業奉仕委員長、親睦活動委員長、ク

をかけてきてマナーモードになっているかを身をもって確

ラブ管理運営委員長を 2 回、幹事、ロータリー情報委員長、

認してくださるような優しい先輩ですが、1 年限定で女房役

会員維持増強委員長、奉仕プロジェクト委員長を経て、この

に徹するとおっしゃって頂いておりますので、密かに頼りに

度の会長に至りますのでロータリー歴は 12 年と 8 カ月にな

しております。副幹事の大津君、桑原君は最終的に倉崎幹事

ります。職業分類は建物解体です。入会から 10 年は毎年自

に決めていただきましたが、危機管理能力の高い人なので 3

分なりにその年度の役をこなしたように思っておりますが、

人幹事みたいな感じで、宜しくお願い致します。会員維持増

熊本地震以後のこの 2 年間は仕事が大変忙しく役に立てて

強 三角委員長。本年度重点目標の 1 番に挙げておりますが、

おりません。そういう意味でも本年度は恩返しの年だと思っ

中長期ビジョン策定の中で最終的な目標人数はまだ決まっ

ております。

ておりませんが、本年度 70 名まで増やしたいと思っており

さて本日より新たに掲げられた、2018-2019 年度 RI 会長

ます。前年度初めての女性会員を迎え入れ、新たな扉を開け

バリー・ラシン氏のロータリーテーマは「BE THE INSPIRATION

た今、次なる女性会員も含めて早い段階で 70 名を超えたい

（インスピレーションになろう）」です。少し解釈が難しい

と思っております。当然、私自身も頑張りますが、三角委員

テーマではありますが、前向きな変化を生み出し、私たちが

長のマンパワーと人脈にも期待していますし、メンバー全員

今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面

が委員長という気持ちで有言実行したいと思っております。

から立ち向かう意欲を、クラブ、そしてロータリアンに求め

皆様、特に最近入られた方、ご紹介をお願い致します。ロー

ているテーマだと思います。また第 2720 地区 高山泰四郎ガ

タリー情報 玉田委員長。前年度幹事ということで、今 1 番

バナーは、地区スローガンを ～ロータリーは心の太陽～

クラブの事、ロータリーの事に精通している方だと思います。

「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」とし、私たちロ

本年度は学んだ事を伝え、教えるというのが役割となります。

ータリアン共通の価値観を簡潔に示した「ロータリーの中核

新入会員のオリエンテーションも含め、将来の退会防止とな

的価値観」
（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ）

るようなメンバーへの情報提供と教育をお願い致します。ク

への理解を深めることによって奉仕の実践へ行動すること

ラブ広報 園田委員長。クラブ内の広報とともにロータリー

を求めています。当然それらのテーマ、スローガンを念頭に

を一般の人や、対外に広報するのが役割で、適格な人は、活

置いてクラブの運営を行っていく所存ですが、私は会長をお

動熱心で、コミュニケーションが上手く、ロータリーとクラ

引き受けすると決まった時点からクラブテーマを決めてお

ブに関する知識が豊富な人と記されていてまさに適任と思

りましたし、実際昨年 12 月の総会時に発表しております。

います。雑誌 雑賀委員長。雑賀さんの雑と雑誌の雑が一緒

それが SCRAP&BUILD+ サブテーマが ～ 前へ ～ です。建物

ということで選んだ訳ではなく、CLP で前年度副委員長とい

解体という仕事柄、壊すのは得意ですが、作っていく方もし

うことで当然ながら委員長をお願いしました。ロータリアン

っかりとやっていきたいと思っております。クラブの現況と

の義務の１つに、ロータリーの友の購読というものがありま

活動を、今一度原点に立ち返り見つめ直し、続けるべきもの、

すので、皆さんが興味を持つような紹介やロータリーの友へ

取りやめるもの、形を変えて続けるものをクラブメンバー全

の積極的な投稿を促していただくようお願い致します。クラ

員で考えていきたいと思います。プラスマイナスでマイナス

ブ管理運営 北口委員長。次年度幹事の勉強も含めて、中間

となってはいけませんので、必ずプラス１以上の成果を 61

管理職的な常任委員長の立場でしっかり委員会を指導・統括

年目の歴史に刻みたいと考えます。そして前へと進めたいと

し、会長幹事への橋渡しをお願い致します。出席 森本委員
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長。これもまたロータリアンの義務の１つです。近年は過去

委員長。本年度より復活の委員会で、これから方向性を探る

の良き伝統からすると残念なことになっています。例会を楽

中でメンバーの吉村会員が鍵になるのではと考えています。

しくするとともに、出席は義務であるという理解を深め 100

姉妹クラブ 丸山委員長。もうすでに動き出しておりますが、

パーセントに近づくように頑張りましょう。プログラム 西

本年度は送り出しの年であります。過去の経験と人脈もあり

川委員長。責任感が強く、計画とスタートが早いので安心感

安心しておりますが宜しくお願い致します。R 寿崎奨学会

があります。人脈を生かした、時にはあっと驚くような人選

永井委員長。他クラブにも誇れる当クラブ独自の奨学会であ

を期待しております。スマイル 藤見委員長。前年度からほ

ります。本年度は、募集時期の変更など新たな取り組みをさ

ぼほぼ委員長でしたが、今一度スマイルの意義を伝え、目標

れますが、時代に応じた形で進化していけば良いなと思って

達成を目指して、気持ちよくスマイルして頂けるよう本年度

おります。米山奨学会 馬場委員長。本年度受け入れはあり

もサプライズを期待しております。親睦活動 坂本幸樹委員

ませんが、日本のロータリーの素晴らしい事業ですので次年

長。異例の 2 回目となりますが、ロータリーの始まりは親睦

度にむけてクラブ内の啓発と準備をお願い致します。R 財団

からだと思います。メンバー同士が交流できる場を数多く作

告坂委員長。R 財団は独立した組織でロータリーと両輪と言

ることで、その先へつなげることができればと思っておりま

われます結婚も決まり、いま一番幸せでノってる委員長です

す。昨年度、縁ができた姫路南 RC との交流も含め楽しい事

ので、これまであまりしてこなかった補助金の活用と寄付に

業をお願い致します。会計 星野委員長。メンバー全員の会

ついてしっかり勉強し、クラブ内へ伝えてください。

費でクラブは運営されております。1 円の無駄もなく、有効

以上、本年度の理事、役員、委員長に限ってお話させてい

に使われるよう、指導と管理をお願い致します。戦略計画 後

ただきましたがメンバー全員お一人お一人が素晴らしいタ

藤委員長。クラブきっての論客だと思います。3 つの戦略的

レントです。メンバー全員の協力がなければ新たな歴史と伝

目標、クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、

統は作れません。この一年、39 回の例会とそれに付随する

公共イメージと認知度の向上を踏まえ、最適なクラブの中長

事業。1 年間でできることは限られているかと思います。た

期的目標を策定できればと考えます。堀川 S.A.A.。私と同

かが 1 年。されど 1 年。この 1 年間は、クラブの中で、誰よ

級生で会長経験者でもあります。会場監督という例会場の気

りもロータリーを愛し、誰よりもロータリーを楽しんで、誰

品と風紀を守る大変な役職ですが、いつか来る次なるステッ

よりもロータリーに熱く、感謝の気持ちを持って活動してま

プへのトレーニングと思ってやってください。奉仕プロジェ

いる所存ですので皆様のご支援とご協力をお願いし、会長就

クト 坂本研一委員長。次期会長でもありますし、色々な場

任の挨拶に代えたいと思います。頑張ります！

面で的確で厳しい助言をいただける兄貴分で、入会当初から
「アニキ」と呼ばせていただいております。なんで「アニキ」

○副会長（田川憲生君）

かはいつか会長報告でお話ししたいと思いますので宜しく
お願い致します。職業奉仕 河津委員長。入会歴が浅い中、
アニキの次の会長という大役が決まっておられ、本当に大変
と思いますが、ロータリーの金看板といわれる職業奉仕でし
っかり勉強をしていただければと思っております。社会奉仕
吉永委員長。困った時の彰一君ということで、ポテンシャル

喜讀さんから、副会長になってほしいと要請がありました。

の高さは分かっておりますのであえて言いません。青少年奉

私がロータリークラブに慣れない中で、会長を引き受けざる

仕 原委員長。こちらもあえて言いません。久留米から毎日

を得なかった時、幹事に喜讀さんをお願いしました。快く引

大変かと思いますが継続事業である 6 年目の熊本南ロータ

き受けていただき、そして経験不足の私が、どれほど助けら

リークラブ杯 熊本県水球大会の新たな展開も見据え宜しく

れたか分かりません。無事、一年全うできたのも、喜讀さん

お願い致します。RAC 井上雅文委員長。会員減やメンバーの

がいたからだと痛感しています。その喜讀さんからの要請で

モチベーションなど問題がかなりあるようですが、問題解決、

あり、引き受けました。「スクラップ・アンド・ビルド＋」

維持増強に向けて委員長の「ええんちゃう」みたいな人柄で

が掲げられたスローガン。より良いロータリークラブになる

距離を縮めていただければと思っております。宜しくお願い

ため、喜讀会長を支えていきたいと思っています。ただ、私

致します。IAC 古財委員長。自分の高校時代と比べても意識

自身、商工会議所会頭をはじめ、多くの役職があります。こ

の高い生徒が多く驚きました。未来のローターアクター、ロ

のため、欠席するケースが多いと思っています。どうか会員

ータリアンとなってもらえるよう楽しく厳しく指導助言を

の皆さん、喜讀会長と田川副会長、倉崎幹事、桑原・大津両

お願い致します。国際奉仕 野口委員長。ロータリーの奉仕

副幹事の新執行部にご支援を宜しくお願いします。

の中で最も新しいものでやはりナンバーワンクラブとして
はやるべきであると考えます。会長経験、国際奉仕の経験を

※幹事就任挨拶は紙面の都合上、次週号に掲載いたします。

生かした助言指導をお願い致します。世界社会奉仕 山本円

4

