11/16-17 国際ロータリー第 2720 地区 2018-19 年度地区大会 in 大分より

第１５回例会記録（通算第 2786 回）
平成 30（2018）年１１月１９日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来訪者紹介
杉光定則様（株式会社 SEP 代表取締役）
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１１/３０ 第 2 回市域 RC 会長・幹事会
今日の歌
［ 今月/来月 ］
＠ホテルキャッスル
来訪者紹介
会長・幹事報告
１２/２
職業奉仕大会＠ホテルザーズ
行 事
会員卓話
１２/３ 年次総会・年忘れ家族会
坂本研一君・告坂和紀君
＠ホテル日航熊本「天草」
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が、今期は発言のなかった人から最後に一言頂くように
会長報告（喜讀宣友君）

しておりますが、新入会員の方からのご意見はロータリ

皆さま、こんにちは。まずは、オブザーバーのご紹

ー歴の長くなった者が忘れているようなことも多く、目

介からさせて頂きます。
（株）SEP 代表の杉光定則会員

から鱗が落ちる思いでした。同時に入会歴の浅い方に対

予定者？でよろしいでしょうか？本日は、熊本まちあ

する勉強会の必要性を感じ、玉田 R 情報委員長にどうい

かりのご案内に来られました。後ほど宜しくお願い致

う情報が欲しいかの聞き取りをした上で、急ぎ勉強会を

します。入会申し込みの件も含めて。

開催して頂くようお願いしたところです。これは玉田委

本日の卓話は新入会員卓話で、司法書士の藤山直秀

員長にとっても良いトレーニングになると思いますの

会員となっております。藤山会員といえばサッカーと

で宜しくお願い致します。水曜は坂本研一会長エレク

お聞きしておりますが、最近のロアッソは残念なこと

ト、古財 IAC 委員長と共にロータリー歴 13 年目にして

になっておりますが、やはり最初からおられる上の方

初めてインターアクトクラブの例会に出席しました。イ

を変えないとだめなのでしょうか？そろそろ大鉈を振

ンターアクターが自分の高校時代と比べてあまりにも

るう時期かなと思っておりますがいかがなものでしょ

意識が高いことに驚きとともに感動を覚えました。今の

う。そういう下世話な話もちょっと聞きたいなと思っ

気持ちをずっと持ち続けてくれればなぁと思います。金

ております。

曜、土曜は大分での地区大会。日程等の関係で参加者は

先週は私にとって、ロータリー三昧だったような気

少し少なかったようですが、参加頂きました 7 名の皆さ

がします。まず月曜の夜は第 3 回クラブ協議会でした

んは本当にお疲れさまでした。金曜の地区指導者育成セ
ミナーは第 2760 地区第 2 ゾーンコーディネーターの田
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中正規（まさのり）氏による「戦略計画の立案について」
というものでしたが、倉崎幹事が食い入るように聞いて
おられましたので、近々行われます戦略計画委員会の IM

ミナーは第 2760 地区第 2 ゾーンコーディネーターの田

○平成 RC～定款に基づき休会

中正規（まさのり）氏による「戦略計画の立案について」

[日

というものでしたが、倉崎幹事が食い入るように聞いて

○西稜 RC～定款に基づき休会

おられましたので、近々行われます戦略計画委員会の IM

[日

程] 12 月 26 日（水）18：30～
程] 12 月 31 日（月）18：30～

ではいろいろフィードバックして頂けるものと思いま
す。また RI 会長代理としてご出席の第 2730 地区延岡東

委員会報告

RC の野中玄雄（げんゆう）氏のアドレスや講評は、職業

●R 財団委員会（告坂和紀君）

分類が仏教でお坊さんということもあってか非常に引
き出しも多く、分かりやすい説法のようで大変勉強にな
りました。こういう方のお話を聞くことで私も引き出し
を増やしていければと思いました。来年も大分の地、も
しかすると中津での開催ということですが、できるだけ
多くのメンバーに行って欲しいと思います。ちなみに 2

皆さま、こんにちは。ロータリー財団委員会より100

次会以降の報告は別の機会にということで。以上会長報

ドル寄付のご案内です。今月はロータリー財団月間で

告とさせて頂きます。

す。皆さまからいただいた寄付はロータリー財団の貴

本日も宜しくお願い致します。

重な財源となっております。後ほど事務局より改めて
ご案内いたしますので、ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

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

６５名

３８名

62.30％

７７.４２％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

●社会奉仕委員会（大津英敬君）
皆さま、こんにちは。本日お越しの杉光定則元会員
より「熊本まちあかり」についてご案内いただきます。

欠席記録免除者 1名

よろしくお願いいたします。

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（倉崎保広君）
1.熊本グリーン RC より「創立30周年記念式典のご案内」が届
いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い
いたします。
2.本日の「本音で語り合う企業経営の勉強会」は、18：
30～パレア10F 会議室№6、懇親会は19：45～バル
Hironosuke 開催です。ご参加の方はよろしくお願いい
たします。
例会変更のお知らせ
○平成 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 11 月 28 日（水）13：00～

[場

所] 味の波止場

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 29 日（木）12：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 12 月 10 日（月）12：30～

[場

所] ホテル日航熊本 7F 「ガーデンバンケット」

○菊南 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～
[変更後] 12 月 19 日（水）未定
○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12 月 26 日（水）12：30～

2

○馬場大介君
熊本南ローターアクトクラブでお世話になっていま
す、旧姓中川君が、昨日結婚式を行いました。お相手
は熊本北ローターアクトクラブの古閑君です。第一子
が 2 月に生まれる予定で、かなりお腹が大きくなって
いましたので、高砂でひっくり返らないか心配でした
が、とてもいい結婚式でした。
○園田修司君
先日は、地区大会登録していたにも関わらず欠席して
しまいご迷惑をおかけしてすみませんでした。話は変
わりますが、今週末勤労感謝の日にパレアで年一度の
専門士業の無料相談会があります。弁護士はじめ会計
士まで参加するイベントです。経営に関することから
離婚に関する問題まで何でも相談できます。例会後、
熊本放送様のウェルカムで告知させていただきます。
沼野会員お世話になります。
○漆島典和君
最近地元の龍田西校区に不審者が出没しており、地域
の防犯チームに参加しております晩秋の今日この頃
です。ということで、本日はまったく別の用事で早退
させていただきます。
○久峨章義君
先週に引き続き早退します。
○藤見泰之君
本日の言葉は「報恩謝徳」です。意味は受けた恩徳に
感謝して報いていこうという真心のことです。報いる
ことは気持ちを返すこととも言い表せます。スマイル
●スマイルボックス（藤見泰之君）

で集められた寄付金は、奉仕プロジェクト資金へ活用

○杉光定則様

されます。奉仕プロジェクトでの活動は、例えば子供

皆さま、お久しぶりです。本日は古財社会奉仕委員長

たちの活躍の場と未来を広げています。このスマイル

から委員会報告の依頼を受け参りました。何となく緊

の楽しい時間をこの会場から各方面へと繋いでいけ

張しております。3年前にスタートした熊本まちあか

ますよう、これからもスマイルをどうぞよろしくお願

りについてご報告させていただきます。ありがとうご

いします。

ざいます。
○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君
西川尚希君
本日の卓話者 藤山直秀会員に心から感謝いたします。
昨日は楽しみで眠れませんでした。また、杉光定則様
を歓迎いたします。
○河津延雄君

Ⅱ
●新入会員卓話（西川尚希君）

先週土曜日、第 4 回水の国高校生フォーラムを開催

「サッカーを楽しむための豆知識」

し、約 400 名の高校生が参加しました。高校生が自主
的に地域の水環境を守る活動を宣言し、自ら実行する
「水の宣言校」は 8 校となりました。応援ありがとう
ございます。また、本日は渕田俊郎会員を講師に迎え、
職業奉仕委員会の勉強会を開催いたします。ご参加あ
りがとうございます。

3

藤山直秀君

◆11/16-17RI 第 2720 地区 2018-19 地区大会 in 大分

◆11/8 熊本南ローターアクトクラブ例会

【例会予定】
12/3 年次総会・年忘れ家族会
12/10 会員卓話 斉藤

淳君

12/17 外部卓話 巻誠一郎様（NPO 法人ユアアクション）
12/24 祝日のため休会
12/31 定款に基づき休会
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