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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さん、こんにちは。先週は、台風、地震と自然の猛威が

日本列島を駆け巡りました。改めて自然の前では、人間は無

力であると思い知らされました。お亡くなりになられた方の

ご冥福をお祈りするとともに、まだ見つかっていない方が、

一刻も早く見つかることを祈ります。 

本日のご来訪者は、熊本中央 RCより松尾様が、毎年恒例の

チャリティゴルフコンペのご案内に来られております。後ほ

どご挨拶を頂きますので宜しくお願い致します。 

本日の卓話は、新入会員卓話ということで朝日生命保険相

互会社の向臺会員の後任の藤野会員です。先週の例会では、

顔を合わせるなり、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません。」

と言われ、「あー」となぜか西川会員と目があってしまいまし

た。先週は、台風に地震と、ニュースに事欠かなかったため

かなり印象も薄くなっている気がします。最近は、インター

ネットや SNS によって情報が一瞬で世界を駆け巡ります。ス

ポーツ関連だけでも、日大アメフト部にはじまり、アマチュ
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本日の新入会員卓話 藤野俊昭君の「介護について」より 

アボクシング協会、そして体操と。どれも、古い体質にメスを

入れるようなものばかりで、時代の空気を読めなかったのかな

と思います。藤野会員におかれましては、この場の空気を読ん

だすばらしい卓話をされるものと期待しております。 

入院されている田川副会長から、毎週水曜日に会長報告のネ

タ帳として、共同通信社の「火曜会報告」という記事を FAX

していただいておりますので、本日はその中から 20日投開票

の自民党総裁選についてお話させて頂きます。先週 4日にも安

倍首相が熊本に来られましたが、選対本部の発足式に集まった

自民党国会議員は、代理を含めて 346人、約 85％。石破さん

の方は 18人と、かなり圧倒的のようです。今回出馬を見送っ

た、野田聖子氏、岸田氏は「次はダメなんじゃないか」という

声が多く、おそらく 3年後は、河野太郎氏、小泉氏を軸に展開 
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することが考えられるし、小渕優子氏も初の女性宰相を目指し

て表舞台への復帰を進めているようですとのこと。ただ、選挙

は水物。前回の選挙で小池都知事のたった一言で潮目が変わっ

たように今回も何が起こるか分かりません。ネット社会の怖さ

を感じるとともに、しっかりと自分で判断することが重要だと

思います。 

来週、再来週と休会になりますが 27、28日に台北の台北大

同扶輪社から 35周年のご案内に来られます。懇親会を 28日で

案内しましたが 27日に変更になります。 

改めてご案内を出しますので是非出席をお願いしまして本

日の会長報告とさせて頂きます。 

 

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 

６４名 ４５名 73.77％    ７０.００％ 

出席規定適用免除者 3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） 

 

例会変更のお知らせ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 10 日（水）12：30～ 

○西南 RC～第4グループ IMに振替のため日程変更 

[変更前] 10 月 11 日（木）18：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（金）17：00～ 

[場  所] ニュースカイ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 31 日（木）12：30～ 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.姫路南 RCより8月週報が届いております。 

2.例会終了後「2017-18（前年度）臨時理事会」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.例会、前年度臨時理事会終了後「2018-19（今年度）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。 

4.9/17（月）、9/24（月）例会は「祝日のため休会」です。次

回は10/1（月）です。ご注意ください。 

5.ご案内しておりますとおり、10/1（月）19：00より「第2回

クラブ協議会」を開催いたします。関係各位はご参加をよろ

しくお願いいたします。また、事業予定のある委員会は事前

に資料の提出をお願いいたします。 

 

2017-18（前年度）臨時理事会報告（今村浩昭君） 

1.2017-18年度決算報告について 

⇒承認されました。 

 

2018-19 定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.池﨑龍彦様の入会について 

⇒承認されました。 

2.観月会について 

⇒10/22（月）例会に振替（会費のうち 3,000 円クラブ負担）

が承認されました。 

3.熊本県水球競技大会について 

⇒開催が承認されました。（9/19 青少年奉仕委員会 IM にて詳

細決定） 

4.台北大同扶輪社歓迎会開催について 

⇒9/27（木）19：00～「松葉」開催が承認されました。 

5.熊本県ロータリー奨学会評議員（2名）について 

⇒漆島典和会員継続、星野誠之会員辞任のため野口泰則会員を

推薦。 

6.8/2～8/7短期青少年交換留学事業について 

⇒姉妹クラブ委員会より収支報告。 

7.事務局員の給与について 

⇒就業規則に基づき昇給が承認されました。 

 

松尾知明様挨拶（熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は恒例となりました「熊本中央

RC チャリティコンペ」のご案内に参りました。今年は記念す

べき第 10 回目ということで、表彰式・懇親会を別会場に設け

ました。ぜひ多数のご参加を心よりお待ちしております。 

（詳細は下記のとおり） 

【日  時】2018年 10月 19日（金） 

      7：30例会並びに開会式/7：45スタート 

【場  所】あつまるレークカントリークラブ 

【プレー費】9,570円（キャディ付） 

【参 加 費】3,000円（チャリティフィー込） 

【記念懇親会＆表彰式】同日 18：30～ 

【会  場】ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 25F 

【会  費】6,000円 

 

新入会員自己紹介 2回目（柴本幸生君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。自己紹介2回目は仕事について少しお

話したいと思います。熊本の大学を卒業後、当時の日本エアシ

ステムに入社しました。最初の1年間は福岡の予約センター、2



 3 

年目から主に旅行代理店様をまわるセールスの現場、その後

2001年に東京本社に異動になりました。東京では国内線の収入

計画を作成、実績をまとめる業務を行っておりました。1年後

に日本エアシステムは日本航空と経営統合しましたが、結局業

務内容はそのままで併せて12年間実績をまとめる仕事をして

おりました。2012年末から販売に異動、この度ご縁があって熊

本に戻ってまいりました。社内調整業務が長く、皆さまから見

ると至らない点が多々あるかと思います。今後ともご指導ご鞭

撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

新入会員自己紹介 2回目（中嶋亜志火君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。本日配布の週報2ページ目に私の自己

紹介が掲載されています。本日は私の名前の由来を紹介させて

いただきます。私の両親が葦北出身で、葦北の「葦」と、八代

の不知火海から「火」を取り、「あしび」と名付けられました。

ただ、「葦」の字が人名に使用できず、父親が色々考え「亜志

火」としたようです。珍しい名前ですので、詩人ですか？とか

小説家ですか？とよく聞かれますが、父親は自動車整備工場を

営んでいます。また、ご兄弟のお名前も珍しいですか？とよく

聞かれます。妹と弟がおりますが、妹は普通の名前で、弟は「円」

と書いて（まる）と言います。学生時代はからかわれて嫌がっ

ていましたが、今は覚えてもらいやすく気に入っているようで

す。私もまずは皆さんに名前を覚えていただければと思います。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

今月は「基本的教育と識字率向上月間」です。横書の 7

頁から 14 頁にかけて「いっしょに笑顔」と題し、日本国内

での各ロータリアンによる国内の子どもの貧困対策・居場所

づくりについて掲載されています。2012 年の厚労省の調査

によると、日本の子どもの相対的貧困率が 16.3％と過去最

悪となり、6人に 1人が貧困とされ，国内の子どもの貧困問

題が浮き彫りとなりました。8、9 頁には，東京八王子南 RC

の神山会員が、NPO法人で食べられるのに廃棄されそうな食

料を必要とされているところに届ける活動をされているこ

とが紹介されています。また、ロータリーの支援方法として

は、すでに活動している団体をサポートするのが望ましいと

の意見を述べられています。10、11頁には、コザ RCの坂会

員が NPO法人の代表となり、無料の通塾支援、食事提供の支

援を行っていることが紹介されています。11、12 頁には、

東京中央 RC が足立区の学習支援事業への支援をしているこ

とが紹介されています。12、13 頁には池田 RC、名古屋名東

RC がこども食堂への支援を行っていることが紹介されてい

ます。次に 15頁から 17頁にかけて、ロータリーの友地区代

表委員の役割が紹介されています。委員会のメンバーは 5

頁右下に掲載されていますが、当第 2720 地区の地区代表委

員は大分中央 RCの赤川会員です。20、21頁には、第 1回青

少年・学友交流フェスタの記事が掲載されています。21 頁

右下に RYLA、ROTEXの注釈がありますので、特に新入会員の

方はご確認ください。22頁から 27頁にかけて、「心は共に」

と題してロータリー希望の風奨学金の記事が掲載されてい

ます。当第 2720 地区は、累計で 3,100 万円余りを支援金と

して拠出しています。30頁から 32頁にかけて、ポリオ撲滅

関連の記事が掲載されています。ロータリーの最優先課題の

一つであるポリオ撲滅まであと一歩のところまで来ていま

す。34、35 頁には米山記念奨学事業の基礎知識，寄付金・

財政編が掲載されています。税額控除が可能な場合もありま

すので，是非寄附をお願いしますとのことです。40 ページ

から 42 頁にかけて「トロント国際大会」の模様が掲載され

ていますが、「女性が与えるインスピレーション」と題され、

女性の後援者が続々と登場し、あらゆる分野における女性の

活躍・影響力が強く印象付けられた大会となったことが紹介

されています。 

  縦書きの 4頁から 8頁にかけて、今月号のテーマに関連し

て岩手のこども食堂の記事が掲載されています。15 頁の末

尾から 16頁にかけて、熊本水前寺公園 RCの小糸会員による

「熊本 57号災害復旧 二重峠トンネル工事」の記事が掲載さ

れています。27 頁に第 1 回永田壮一ガバナー杯争奪野球大

会が行われたことが掲載されています。優勝は熊本八代 RC

です。 

 

●青少年奉仕委員会（原 裕一君） 

  皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会よりお知らせです。 

 9/19（水）青少年奉仕委員会 IM を開催いたします。関係各

位には後ほどご案内いたしますので、ご参加のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

◆寿崎 肇 PG報告 

  

 

 

 

 

  9/8～9阿蘇 YMCA にて行われた RI 第2720地区 RYLA に参加

しました。テーマは「リーダーに必要な魅力、自信は惹きつ

ける印象力から」とし、30歳未満の若者30数名の参加でした。

初日の田中アイ先生の分かりやすく、すぐ実践できるお話に

受講生は勿論、参加したロータリアンも感激、改めて勉強さ

せていただきました。感激したのは三角雄介会員の隅から隅

まで配慮の行き届いたお姿に、熊本南 RC にはすごい人材が

おられると心密かに誇りに感じました。皆さんすごい司会者
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と思われたのではないでしょうか。次回からはロータリアン

は勿論、会社の方にも参加していただくとよいと思います。

1泊2日ですから色々な意見が伺えます。私がロータリークラ

ブに入会し、最初に習ったのは会員の三大義務である①会費

を払う、②ロータリーの友を読む、③出席する、です。サイ

ンメーキャップは三大義務に反するように思います。昔は欠

席しそうな会員の奥様に電話して出席をお願いするとか、出

席委員長が迎えに行くとか大変でした。熊本南 RC を当たり

前の RC にもっていきたい、それが先輩に対する義務だと思

っています。ガバナーを3人も輩出したクラブです。何も難

しいことではありません。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○松尾知明様（熊本中央 RC） Ⅱ 

本日はチャリティコンペの案内にお邪魔いたしました。今年

は10回目の記念大会となります。夜は懇親会も準備してござ

いますので奮ってご参加ください。本日は貴クラブの例会を

楽しんでいきたいと思います。お時間を頂戴しましてありが

とうございます。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君 

告坂和紀君 

 本日の来訪者 熊本中央 RC の松尾知明様を歓迎いたします。

また、本日の卓話者 藤野俊昭会員に心から感謝します。現

在も仮設住宅で暮らされる熊本地震被害者を支援する明る

いニュースで野間和子会員を拝見しました。紅一点輝いてい

らっしゃいました。 

○高宮 宏君 

 松尾知明様のご来訪を心より歓迎いたします。チャリティコ

ンペ参加予定です。 

○田中裕司君 

 高校の同級生である、熊本中央 RC の松尾知明様を歓迎いた

します。最近、済々黌出身のソフトバンク大竹投手が 2勝目

をあげました。先週日曜から北海道にゴルフ旅行に行く予定

でしたが地震で中止になり、幸いにも例会に参加することが

できました。今や地震はどこで起こるか分からなくなりまし

た。熊本の経験を新たな被災地に生かせるような仕組みが欲

しいですね。 

○寿崎 肇君 

 9/8～9 阿蘇 YMCA で開催された RI 第 2720 地区 RYLA に参加

いたしました。行きと帰りに高宮会員にお世話になりました。

高宮会員に心から御礼申し上げスマイルいたします。 

○野間和子君 

 本日は藤野会員の卓話を楽しみにしていたのですが、福岡で

会議のため早退します。お詫びと藤野さんガンバレのスマイ

ルです。 

○沼野修一君 

 すみません、今日もまた所用のため早退します。藤野会員の

卓話が聞けなくて残念です。お詫びのスマイルです。 

 ●会員卓話（告坂和紀君） 

  「介護について」        藤野俊昭君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


