夫人の会の皆さま、今年度もご支援よろしくお願いします ！
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サーとなった宇城 RC の例会、懇親会も参加し、14 日は、大分
で管理運営・職業奉仕の合同セミナーということで、当クラブ
会長報告（喜讀宣友君）
皆さん、こんにちは。本日は夫人の会ご招待日ということ
で、杉田

成様、渕田美恵子様、田川まゆみ様、堀川光江様、

からは、坂本エレクト、河津ノミニー、後藤パスト会長、井上
雅文会員と堀川パスト会長と私で参加しました。堀川パスト会
長は、地区の RLI 副委員長として司会を見事にこなされていま

例会にご出席いただきましてありがとうございます。当クラ

した。ガバナーも近くなっているのかなと思いました。そして、

ブの例会を楽しまれますとともに、1 年間宜しくお願い致し

17 日は国府高校の川合先生も交え青少年部門の RAC、IAC 委員

ます。入会当初、夫人の会に奥様が出席できない人は会長に

会合同の IM が行われ、ロータリー三昧の有意義な時間をすご

はなれないと聞いておりましたので、一生なれないものと思

しました。その中の大分でのセミナーの中で良いなと思えるも

っておりました。しかし最近はその辺が緩くなったのか、本

のがありましたので皆様にご紹介したいと思います。

日も力不足ではありますが、なんとか会長になることができ

「ひとりの活性化はクラブの活性化、コミュニケーション力

ました。そして本日は普段見かけない顔も見ることができう

の高め方」という演題で山村美穂子さんという方にご講演頂き

れしく思っております。仕事が 1 番ということはいつも言っ

ました。わかっているのに感情的になるのは？という問いに例

ていることですが、できる限り、ちょっと無理して出てきて

を挙げて説明して頂きましたのでちょっとここでやってみま

いただければと思っております。先週が海の日でお休みとい

す。隣の人と向き合っていただいて、相手のいない方は私に向

うことで 2 週間ぶりとなりますが、その間、9 日クラブ協議

かって「おにぎりの中身といえば？これ」というものをせーの

会、12 日昼に市域の会長幹事会から、夜は当クラブがスポン

で言ってみてください。せーの。
（梅干し）ほとんどの方は安
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例会変更のお知らせ

心されたと思います。梅干し以外の方は何ですか？イラっとし

○城東 RC～定款に基づき休会

た方、それもありかなと思われた方。自分と同じ、少し違うが

[日

許容範囲、自分と違う許容できないという 3 つ感覚のうち最近

○グリーン RC～定款に基づき休会

は少し違うが許容範囲という部分が少ない人が増えているよ

[日

うです。いわゆる逆切れです。ちなみに最近の小学生に聞いて

○西稜 RC～定款に基づき休会

みるとほとんどが（ツナ）とこたえるようです。梅干しはほと

[日

んどいないそうです。会社やロータリーにこれを当てはめてみ

○東 RC～定款に基づき休会

ると、自分の普通と他人の普通は違うんだ、でもそれもありか

[日

な、とお互いの普通をすりあわせるとコミュニケーションがう

○西 RC～定款に基づき休会

まくいくと思います。表情と感情は連動しているそうです。口

[日

角を上げるとパフォーマンスの質も上がるということなので

○05福祉 RC～定款に基づき休会

私も 1 年間口角あげあげでいきたいと思います。

[日

来週 30 日は昼の例会はお休みですが、夜 18 時 30 分より暑

程] 8 月 13 日（月）12：30～
程] 8 月 13 日（月）18：30～
程] 8 月 13 日（月）18：30～
程] 8 月 14 日（火）12：30～
程] 8 月 14 日（火）12：30～
程] 8 月 14 日（火）12：30～

○東南 RC～定款に基づき休会

気払い＆新入会員歓迎会が行われます。親睦活動の坂本幸樹委

[日

員長には本年度はメンバーがなるべく多く触れ合う機会をお

○江南 RC～定款に基づき休会

願いしておりますし、親睦活動委員会が今期最初の事業として

[日

がんばっておりますので、皆さんも是非参加されて、口角あげ

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

あげでこの暑い夏を乗り切っていければと思っております。少

[日

し長くなりましたが本日の会長報告とさせていただきます。

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 15 日（水）12：30～
程] 8 月 15 日（水）12：30～
程] 8 月 15 日（水）12：30～
程] 8 月 16 日（木）12：30～

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

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

６１名

４２名

70.18％

９１.５３％

[変更前] 8 月 21 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 21 日（火）18：30～
[場

所] 未定

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更
出席規定適用免除者
名誉会員

3名

欠席記録免除者 1名

[変更前] 8 月 21 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 10 日（金）18：30～

０名（会員数には含まれません）

[場

○05福祉 RC～創立13周年記念例会のため時間変更

幹事報告（倉崎保広君）

[変更前] 8 月 28 日（火）12：30～

1.RI 第2720地区 髙山泰四郎ガバナーより「平成30年7月豪雨

[変更後] 8 月 28 日（火）18：30～

支援募金のお願い」が届いております。

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

2.日田 RC より「創立55周年記念式典・祝賀会のご案内」が届

[日

いております。参加希望の方は申込書にご記入願います。
3.熊本県ロータリー奨学会より、平成29年7月～30年6月末現在

皆さま、こんにちは。私は RKK 熊本放送に入社しまして38

4.例会終了後「短期青少年交換留学事業旅行説明会」を開催い

年です。この間テレビ・ラジオの営業を約30年いたしました。

たします。関係各位はご参加をお願いいたします。

放送局の営業は、広告を出される企業の情報を広告会社と共有

5.来週（7/30）例会は「定款に基づき休会」です。次回は8/6

し、ニーズに合った番組の企画、販売促進企画やイベント企画

（月）となります。ご注意ください。

等のセールスを行います。例えば約25年前に企画しましたフィ

6.7/24（火）夏季休暇、7/26（木）人間ドックのため事務局は終日不

ッシング情報というラジオ番組が現在も続いております。これ

在します。ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたします。

ほど長く続く番組は珍しいのですが、この企画に携わった私と
しましては営業冥利に尽きます。放送局は民間企業であるとと

例会変更のお知らせ

もに、公共的な使命を置かれた免許事業です。様々な番組や事

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

業を通じ地域社会に貢献する使命がございます。当社は今年開

程] 8 月 8 日（水）12：30～

局65周年になります。熊本に残したい音、残したい風景をラジ

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 29 日（水）12：30～

新入会員自己紹介 3回目（沼野修一君）

の寄附金明細書が届いております。

[日

所] エミナース

オ・テレビで放送しアーカイブとして残すことを始めました。

程] 8 月 10 日（金）18：30～

また、新たに生まれてくる命、自然災害や事件事故等で失われ
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た命、命の貴さ儚さを感じ、思いやりの心を育むことを目的と

○漆島典和君・坂本研一君・馬場大介君・丸山浩之君

した「一行詩いのちのうたコンテスト」を被害者支援センター

星野誠之君・三角雄介君・藤見泰之君・坂本幸樹君

様と一緒に企画しております。本日は放送局営業の一面を紹介

北口

させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。

大津英敬君

誠君・吉村郁也君・告坂和紀君・森本康文君

60 周年記念式典では夫人の会の皆さまのご協力をもちまし
委員会報告

て無事終えることができました。心よりの感謝と歓迎のスマ

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

イルをいたします。

皆さま、こんにちは。7/30（月）暑気払い＆新入会員歓迎

○野間和子君

会のご案内です。ご参加の方はよろしくお願いいたします。

本日は暑い中、夫人の会 4 名様に参加いただき、本当にあり

（詳細は下記のとおり）

がとうございます。皆さまには先日の 60 周年記念式典の際

【日

時】2018年7月30日（月）18：30～

にも「友愛の広場」で大活躍いただきました。改めましてお

【場

所】OCEAN’S ZERO

礼のスマイルです。

【会

費】5,000円（後日請求/新入会員無料）

○藤見泰之君
ロータリーへの入会には推薦者が必要です。本日は私の推薦

●出席委員会（森本康文君）

者の一人である倉崎幹事の言葉をご紹介します。倉崎幹事は

2017-18年度 例会100％出席表彰

こう仰いました。「ロータリーには素晴らしい出会いとなる

【ホーム例会100％】 3名

貴重な縁があるよ」
。入会し早 6 年が経ちましたが、日々そ

今村浩昭君・木村弘訓君・高宮 宏君

のお言葉通りであったと実感しております。皆さまも推薦者

【メーキャップ100％】

がいらっしゃると思います。その方にかけてもらった言葉を

17名

馬場大介君・渕田俊郎君・後藤 博君・堀川貴史君

スマイルされませんか？

井上雅文君・久峨章義君・北口 誠君・金井昌道君

○寿崎

肇君

河津延雄君・野口泰則君・大津英敬君・園田修司君

今日は加藤清正公第 408 遠忌頓写会法要の日です。加藤清正

坂本研一君・坂本幸樹君・斉藤 淳君・塚本 侃君・漆島典和君

公の菩提寺である本妙寺での法要は、
法華経 1 部 8 巻 28 品、

✩おめでとうございます！尚、1年未満の方は対象外となりま

字数にして 69,384 文字を一夜で書き写す供養です。夜遅く

す。今年度がんばってください！

までお説教も行われます。今日の頓写会へ皆さまどうぞお参
りくださいますように。必ず幸運が掴めます。総代としての

●スマイルボックス（藤見泰之君）

努めでもありますのでお許しください。

○杉田

○鎌田

成様・渕田美恵子様・田川まゆみ様・堀川光江様

剛君

Ⅹ

（夫人の会）

久しぶりのホームクラブ例会出席です。飲食事業で昨年から

熊本南 RC の新しい一歩、喜讀丸の船出を心からお祝い申し

グランメッセ、今年から平成音大の学食を運営することとな

上げます。この 1 年の益々のご活躍と航路の安全をお祈りい

りました。なかなか出席できず大変申し訳ありません。

たします。
○田川まゆみ様（夫人の会）

●就任挨拶

先日は創立 60 周年記念行事にオハイエくまもとを参加させ

○クラブ管理運営委員長（北口

ていただき、本当にありがとうございました。オハイエのパ

誠君）

本年度、クラブ運営委員長を務めます北口

誠です。どう

フォーマーたちは楽しく有意義な時間を過ごさせていただ

ぞよろしくお願い申し上げます。RC 定款第 5 条によると 5

きました。そしていつもオハイエにご支援いただいておりま

大奉仕部門の第 1 部門は、
「クラブ奉仕」とされており、
「ク

すことを感謝しております。

ラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき

○喜讀宣友君・田川憲生君・倉崎保広君・桑原幸雄君

行動に関わるもの」と規定されています。これは、具体的に

坂本研一君・西川尚希君

言えば、クラブを維持管理するための活動、すなわちクラブ

夫人の会の皆さまを歓迎いたします。例会をお楽しみくださ

管理運営のことであり、 熊本南ロータリークラブ クラブ細

い。また、本日の卓話者 岡本直樹会員に心から感謝します。

則に基づく組織構成によるクラブ管理運営の部門における

○堀川貴史君

下記委員会での活動であります。

ご夫人の会の皆さまのご来訪を心より歓迎申し上げます。
○山内昭徳君

出席委員会）森本康文委員長・田中靖昭副委員長

Ⅱ

プログラム委員会）西川尚希委員長・坂本幸樹副委員長

今月初めて出席しました。喜讀会長、役員の皆さま、今年 1

スマイル委員会）藤見泰之委員長・告坂和紀副委員長

年間大変ですが頑張ってください。

親睦活動委員会）坂本幸樹委員長・大津英敬副委員長
会計）星野誠之委員長・玉田光識副委員長
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SAA）堀川貴史委員長・渕田俊郎副委員長

○ロータリー財団委員長（告坂和紀君）

以上、最強の布陣をしいております。さらに申し上げれば今

皆さま、こんにちは。ロータリー財団委員会の委員長を仰

年度副委員長は次年度、すなわち坂本研一会長年度の各委員

せつかった告坂です。昨年、一昨年と前任の原さんの元で副

長の予定を既にお願いしております。各委員会は、クラブリ

委員長として勉強させて戴きました。まだ財団の事はよく分

ーダーシッププランに基づく運営方針による年次的な継続

かっていませんが、今年度もしっかり勉強させて戴きたいと

性（最低 3 年）と相互の補完性をもって、協力しあいながら

思います。そして現在は今年度の地区補助金の申請まで進ん

効果を上げることが重要になります。本年度のクラブテーマ、

でいますので、水球事業が終わった後の地区への報告をしっ

会長方針「スクラップ＆ビルド+」を実現するために、各委

かり行い、円滑に受給出来るようにしたいと思っております。

員長、各会員におかれましては、「求められたとき自分の役

一年間よろしくお願いいたします。

割を果たすこと」の基本理念のもと、クラブ運営に携わるこ
とで相互にクラブ会員に奉仕し合うという考えをもって、年

●新入会員卓話（西川尚希君）

間を通して活動されることを期待します。

「海外旅行出国にあたり」

岡本直樹君

○奉仕プロジェクト委員長（坂本研一君）
今年度奉仕プロジェクト委員長を仰せつかりました坂本
研一です。喜讀年度を迎え、ほぼ精一杯勤め上げる所存であ
りますのでよろしく御願いもうしあげます。
まずは各奉仕委員会の IM には基本必ず参加します。そして
各委員長さんの方針意見には必ず賛成します。その意見を会
長に押し通すくらいの勢いを持とうと思っております。もう
実際のところ姉妹クラブ丸山委員長はとっくに始まってお
り、先週 7/5 に 2 回目の IM を行いました。今のところノン
トラブルにて進行中であります。短期交換留学生も今年は 5
名送り出します。引率者が 8 名と逆転現象が起こっておりま
すが嬉しい限りです。今回も事故なきこと心より祈念いたし
ます。RAC、IAC は 7/17 に合同 IM を予定しております。RAC
井上雅文委員長より年度末のクラブ協議会にて問題を頂戴
しておりますので、熊本南 RAC の継続と活性化に全面的に協
力していくつもりです。IAC 古財委員長は IAC 地区委員長と
もう揉めていまして、私も援護射撃でガンガン突っこんでい
こうと思っております。で、会長幹事にはキチンと後処理を
お願い申し上げます。60 周年式典でもお世話になったオハ
イエにも、今年は会員の方々にもご参加いただき、また舞台
で躍りたいなあと思っております。R 壽崎奨学会永井委員長
は今年度の奨学生募集は初めての試みで 9 月に行いますの
で良い成果が上がるよう尽力するつもりです。職業奉仕 河
津委員長、社会奉仕 吉永委員長、青少年奉仕 原委員長、国
際奉仕 野口委員長は今のところ IM 等は伺っておりません
が先ほど言ったとおりどんな活動にも賛成します。米山奨学
会 馬場委員長はいつも困った時は馬場ちゃんですが、来期
◆藤木正幸会員挨拶

に向け今年度はゆっくりしていただきたいと思っておりま
す。
（笑）4 月には台北大同扶輪社の 35 周年、姉妹クラブ締
結更新で奉仕活動委員会を中心に大勢駆けつけなければな
りません。皆様のご協力を御願い申し上げます。ということ
で今年度はゆっくりしとこかなと思っていましたが、何かと
忙しそうです。そしてそのまま次年度に向けて動いていきた

皆さま、こんにちは。先日の創立 60 周年記念式典では当

いと考えております。皆様よろしくご指導の程お願い申し上

町 御船中学校吹奏楽部が大変お世話になりました。今後と

げます。

もよろしくお願いいたします。
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