本日の卓話 大西一史熊本市長「熊本市の将来ビジョン」より
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会長報告（喜讀宣友君）
皆さん、こんにちは。また 2 週間ぶりの例会となり
ますが、昨日の台風、江津湖の花火大会が中止になっ
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こともあり、つい分かりましたと返事をしました。是非
ともそれ以上でお祝いに行きたいと思いますので、今か
ら日程調整を宜しくお願い致します。

たのは非常に残念でしたが、熊本には大きな被害もな

本日の卓話者は、熊本市長 大西一史様にお越し頂き

くほっとしております。まずうれしいニュースから。

ました。市長の事は、議員になる前から存じておりまし

本日より後藤

博会員、齊藤直信会員の推薦で、熊本

たし、私の方がちょっと年上なのでつい“大西君”と呼

中央信用金庫より、池﨑龍彦会員が入会されました。

びそうになりますが、今や全国で最も発信力のある首長

これで 65 名となり、目標の 70 名まであと 5 名。早い

さんということで、恐縮します。

時期での達成を目指しておりますので皆様のご協力を
宜しくお願い致します。

市長とは、熊本青年会議所でご一緒させて頂きました
が、特に、熊本ブロック建設クラブで市長がクラブ代表

さて、先週の 27 日水曜日～28 日木曜日に、台北大同

をされた時、私が運営専務をやらせていただきました

扶輪社より 6 名、来年 4 月の 35 周年記念式典のご案内

が、当時からかなり忙しかったので、かなりの確率で議

に来られ、当クラブからも 20 名のメンバーで歓迎の懇

案上程に全国を回った記憶があります。そういう忙しい

親会を開きましたが、その中で前回 30 周年の時は、熊

人のサポートをする時は、代表になったつもりでしなけ

本南から 30 名来ていただいたので、今回 35 周年なの

ればならないということを学ばせて頂いたような気が

で 35 名お願いしますと言われました。酒が入っていた

します。
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先日、飛込営業の証券会社の女性と話す中で、大西市長

○中央 RC～チャリティコンペ振替のため時間場所変更

のツイッターが面白くていつも見ています、ということ

[変更前] 10 月 19 日（金）12：30～

を言われ、私が市長のことよく知っていますよ、と言っ

[変更後] 10 月 19 日（金）7：30～

たら、今度お会いした時に「ファンで、いつも見ていま

[場

すと言ってくださいね。」と言われましたので今言わせ

○西稜 RC～親睦会ため場所変更

て頂きました。やはり実際に被災した地域の首長なので

[日

程] 10 月 22 日（月）18：30～

痛みも分かるし、風評の怖さも知っているし、何が本当

[場

所] 未定

に必要なのかを分かって発信しているので見た人が共

○西稜 RC～定款に基づき休会

感するのだと思います。本日は、熊本地震からの復興の、

[日

その先の「熊本市の将来ビジョン」についてお話頂きま

○05福祉 RC～定款に基づき休会

す。これまで、駅、中心市街地、空港、港、と統一性と

[日

先見性のない熊本人気質に失望感を覚えることもあり

○江南 RC～定款に基づき休会

ましたが、やっと自分の利害を超えて将来のグランドデ

[日

ザインを共に描ける市長が出てきたなと思っておりま

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

す。本日の卓話楽しみにしております。言い忘れるとこ

[日

ろでしたが、11 月にはまた選挙です。ほかに出馬される

○菊南 RC～定款に基づき休会

方がおられるのかは分かりませんが、最近の選挙は、SNS

[日

所] あつまるレーク CC

程] 10 月 29 日（月）18：30～
程] 10 月 30 日（火）12：30～
程] 10 月 31 日（水）12：30～
程] 10 月 31 日（水）12：30～
程] 10 月 31 日（水）12：30～

等による「風」に左右されることが多いようですが、我々
もそういう風潮に惑わされない目を持つことが大事だ

幹事報告（倉崎保広君）

と思います。今日の卓話の内容が、引き続き大西市長に

1.荒尾 RC より「創立40周年記念式典お礼」が届いておりま

よって成し遂げられますことを祈念して会長報告とさ

す。

せて頂きます。本日は宜しくお願い致します。

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.本日の「第2回クラブ協議会」は19：00～（食事18：30～）5F

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

６５名

４０名

64.52％

８０.３３％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

「天草」開催です。参加予定の方はよろしくお願いいたし
ます。
4.来週（10/8）例会は「祝日のため休会」です。次回は10/15
（月）ガバナー公式訪問合同例会です。クールビズ期間

欠席記録免除者 1名

中ではございますが、「ネクタイ着用」でご参加ください。
5.台北大同扶輪社様よりお土産をいただきました。

０名（会員数には含まれません）

定例理事会報告（喜讀宣友君）
例会変更のお知らせ

1.平成 30 年北海道胆振東部地震支援募金について

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

⇒基金口座より支出が承認されました。
（@2,000×65 名）

[変更前] 10 月 16 日（火）12：30～

2.熊本県水球競技大会について

[変更後] 10 月 16 日（火）18：30～

⇒10/21（日）開催及び予算が承認されました。

[場

3.9/27-28 台北大同扶輪社来熊時の費用について

所] 城見櫓

○05福祉 RC～職場訪問のため日程場所変更

⇒姉妹クラブ会計より支出が承認されました。

[変更前] 10 月 16 日（火）12：30～
[変更後] 10 月 13 日（土）15：00～
[場

新入会員自己紹介 3回目（柴本幸生君）

所] ボートレース大村

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更
[変更前] 10 月 17 日（水）12：30～
[変更後] 10 月 21 日（日）8：00～
[場

所] 江津湖

○りんどう RC～夜例会に時間変更

皆さま、こんにちは。自己紹介 3 回目の本日は趣味に

[変更前] 10 月 18 日（木）13：00～

ついてお話したいと思います。入会申込の趣味の欄に

[変更後] 10 月 18 日（木）19：30～

「旅行」と「交通関係」と記入しております。交通関係

[場

所] エミナース
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ですが、私は子どもの頃から鉄道とバスが大好きで、航

続いて今月は「米山月間」ですので、13 頁から 20 頁

空会社に入社した時は周りから意外な反応をされまし

にかけて、米山記念奨学金関連の記事が厚く掲載され

た。実は航空会社でも鉄道が趣味の方が多くいらっしゃ

ています。各位においてご熟読ください。

います。ただ、バスが好きな方は少なく寂しい思いをし

それから今月のもう一つのテーマである「経済と地域

ております。趣味の合う方は是非お声掛けください。

社会の発展月間」に関連して、21 頁から 23 頁にかけ
て「ロータリーが目指す経済と地域社会の発展」と題

新入会員自己紹介 1回目（池﨑龍彦君）

する記事が掲載されています。国内では、渥美 RC の
河津桜と菜の花による町おこしが紹介されています。
24 頁から 33 頁にかけて、2019 年ロータリー国際大会
の開催地であるハンブルグの町が紹介されています。
国際会議は 2019 年 6 月 1 日から 5 日にかけて開催さ
れます。36 頁をご覧ください。今年度第 47 回ロータ

氏名：池﨑龍彦（いけざき

たつひこ）君

リー研究会は、11 月 18 日より神戸ポートピアホテル

生年月日：昭和39年8月8日

にて開催されます。その紹介記事です。

出身：熊本県

縦書きです。当 2720 地区関係では、16 頁に熊本西

勤務先：熊本中央信用金庫

南 RC 中村修会員から「全国西南の集い IN 熊本」を開

趣味：ゴルフ

催したとの記事が掲載されています。「西南」の名前

推薦者：後藤

博君・齊藤直信君

が付く全国の RC の集まりです。24 頁に、八代東 RC が
日台友好を記念して八代市でサクラの植樹を行った

委員会報告

記事が掲載されています。29 頁に日出 RC 加賀山会員

●親睦活動委員会（斉藤 淳君）

の投稿が掲載されています。

[誕生祝］

［結婚祝］

野口泰則君

10.5

沼野修一君

10.10

●スマイルボックス（告坂和紀君）

藤木正幸君

10.8

斉藤 淳君

10.12

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君

藤野俊昭君

10.22

柴本幸生君

10.21

坂本幸樹君

永井富士雄君

10.27

吉村郁也君

10.31

本日の卓話者 大西一史熊本市長のご来訪、誠にあり

北口 誠君

10.30

がとうございます。熊本市の将来ビジョンについての
お話大変楽しみにしております。また、本日入会され
ました池﨑龍彦会員を心より歓迎いたします。ロータ
リーライフをお楽しみください。
○久峨章義君・後藤

博君・野口泰則君・齊藤直信君

林田公治君
本日ご来訪の大西市長と、本日入会されました池﨑龍
彦さんを歓迎しスマイルいたします。
○高宮

●SAA 委員会（堀川貴史君）

宏君・古財良一君・馬場大介君・原

井上雅文君・三角雄介君・北口

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお知らせです。

裕一君

誠君・森本康文君

告坂和紀君

今年度のクールビズ期間を 11 月末までとしておりま

大西市長のご来訪を心より歓迎いたします。本日の卓

したが、10 月末までに変更いたします。尚、10/15（月）

話を大変楽しみにしております。また、池﨑龍彦様の

例会はガバナー公式訪問合同例会ですので、クールビ

入会を心より歓迎いたします。

ズ期間中ではございますが、ネクタイ着用でご参加く

○田中裕司君

ださい。後日改めてご案内いたします。よろしくお願

大西市長のご来訪を心から感謝いたします。先日、久

い申し上げます。

峨会員と某幼稚園の運動会でお会いしました。とても
やさしいおじいさんの顔が見られてよかったです。

●雑誌委員会（雑賀庸泰君）
今月は「経済と地域社会の発展月間」及び「米山月
間」です。横書の 7 頁から 12 頁にかけて、
「歴史でつ
ながる－明治 150 年を記念して－」と題し、鹿児島中
央 RC や武雄 RC 関連の記事が掲載されています。
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●外部卓話（坂本幸樹君）
「熊本市の将来ビジョン」
～中心市街地グランドデザイン 2050 を中心に～
大西一史様

◆9/27（木）～9/28（金）台北大同扶輪社歓迎会
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