大澤淳二君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！

第１８回例会記録（通算第 2789 回）
平成 30（2018）年１２月１０日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介
栗本佳則様
（JP モルガン・アセット・マネジメント㈱）
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例 会
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セット・マネジメント株式会社

西日本支店 支店長の

栗本佳則（くりもと よしのり）様をゲストとしてご紹
会長報告（喜讀宣友君）

介頂きました。日本経済と株式市場の見通しという演題

皆さま、こんにちは。先日、藤見会員が退会のご挨

で新たな年号となる来年を占っていただきたいと思い

拶をされ寂しい思いをしておりましたが、本日より新

ます。私は学生時代、株をやっておりましたが、バブル

たな仲間が加わりました。「鹽（しお）」という居酒屋

崩壊後は一切やっておりませんが、経済の動向は気にな

を経営されている、大澤淳二会員です。推薦者は私と

りますし、皆さん一番関心があることだと思いますので

倉崎幹事になります。高校は私と同じ熊本学園大学付

宜しくお願い致します。

属高校で、馬場会員のボート部の 1 学年下ということ

先週は、年次総会にて次年度の会長以下理事、役員、

ですので、推薦をお願いしましたが、なぜか「どーぞ、

ノミニー、デジグネートまで決まりホッとしておりま

どーぞ」と辞退されました。これから忘新年会の季節

す。やっと折り返し地点まで来たなぁという感じです。

ですが、そこは大澤君のロータリーに対するやる気に

その後の年忘れ家族会は楽しい企画づくしで、家族の方

かかっているのかなぁと思いますが、皆さん宜しくお

は喜んで帰られたかなと思っております。U.S.A サンタ

願い致します。会員数も 70 名まであとわずか。ご紹介

は最後に 3 人の決めポーズを用意しておりました、とい

も宜しくお願い致します。

うかそこにかけておりましたが、スタッフさんがいたた

藤

本日はビジネス卓話ということで SMBC 日興証券の斉

まれずか、気を遣ってか、途中で音楽を止められました。

淳会員にお願いしましたところ、JP モルガン・ア

ぜひ何かの機会にリベンジしたいなと思っております。

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

それと前回、野間会員から鐘が曲がっているとご指摘さ

○平成 RC～親睦会のため時間変更

れましたが、前半戦でかなり叩きすぎて曲がったようで

[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～

す。家庭の不満をぶつけているわけではないのですが、

[変更後] 12 月 19 日（水）18：30～

おそらく仕事柄だと思います。後半戦は反対側を叩いて

○菊南 RC～親睦会のため時間変更

最後は真っ直ぐにしたいなと思っております。

[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～

今年も今日を入れてあと 2 回。忙しく、気ぜわしくな

[変更後] 12 月 19 日（水）未定

りますが、皆様、御身体と、事故にはお気をつけくださ

○りんどう RC～合同例会のため日程変更

い。本日も宜しくお願い致します。

[変更前] 12 月 20 日（木）13：00～
[変更後] 12 月 15 日（土）19：00～
○西 RC～定款に基づき休会

出席報告（田中靖昭君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６６名

３９名

60.94％

６４.５２％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

[日

程] 12 月 25 日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12 月 25 日（火）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1名

[日

程] 12 月 26 日（水）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 12 月 26 日（水）18：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
幹事報告（倉崎保広君）

[日

1.国際ロータリー規定審議会より「2018年決議審議会につい

○西南 RC～定款に基づき休会

ての結果情報」が届いております。

[日

2.熊本 RC より「創立80周年記念式典・祝賀会のご案内」

程] 12 月 26 日（水）18：30～
程] 12 月 27 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

が届いております。

[日

程] 12 月 27 日（木）13：00～

3.姫路南 RC より11月週報が届いております。

○中央 RC～定款に基づき休会

4.例会終了後「次年度 臨時理事会」及び「今年度 定例

[日

程] 12 月 28 日（金）12：30～

理事会」を開催いたします。関係各位はご参加をお願

○西稜 RC～定款に基づき休会

いいたします。

[日

5.第2720地区ガバナーエレクト 瀧

満様より、2019-20

程] 12 月 31 日（月）18：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

（次年度）地区役員委嘱状が届いております。

[日

程] 1 月 2 日（水）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
例会変更のお知らせ

[日

○城東 RC～親睦会のため日程変更

○中央 RC～定款に基づき休会

[変更前] 12 月 17 日（月）12：30～

[日

[変更後] 12 月 10 日（月）18：30～

○西稜 RC～合同例会に振替のため日程場所変更

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

[変更前] 1 月 7 日（月）18：30～

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～

[変更後] 12 月 18 日（火）18：30～

[場

[場

○菊南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更

所] すき焼き 加茂川

程] 1 月 3 日（木）12：30～
程] 1 月 4 日（金）12：30～

所] キャッスル

○東 RC～親睦会のため時間変更

[変更前] 1 月 9 日（水）12：30～

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～

[変更後] 12 月 18 日（火）18：00～

[場

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更

○江南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

[変更前] 1 月 9 日（水）18：30～

[変更後] 12 月 22 日（土）18：00～

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～

○東南 RC～親睦会のため時間変更

[場

[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～
[変更後] 12 月 19 日（水）18：30～

2

所] キャッスル

所] キャッスル

○西南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更

新入会員自己紹介 1 回目（大澤淳二君）

[変更前] 1 月 10 日（木）18：30～
[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～
[場

所] キャッスル

○中央 RC～合同例会に振替のため日程場所変更
[変更前] 1 月 11 日（金）18：30～
[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～

氏名：大澤淳二（おおさわ

[場

生年月日：昭和45年7月17日

所] キャッスル

じゅんじ）君

○西南 RC～親睦会のため日程変更

出身：熊本県

[変更前] 1 月 17 日（木）12：30～

勤務先：熊本味処 鹽

[変更後] 1 月 18 日（金）18：30～

趣味：肉体改造

[場

推薦者：喜讀宣友君・倉崎保広君

所] ニュースカイ

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 1 月 28 日（月）18：30～

◆2019-20（次年度）地区役員委嘱伝達式

[場

所] 未定

◇ライラ委員会 副委員長（三角雄介君）

○菊南 RC～定款に基づき休会

◇諮問委員会 委員（寿崎

[日

◇地区戦略計画委員会 委員（堀川貴史君）

程] 1 月 30 日（水）12：30～

肇君）

◇管理運営委員会 委員（今村浩昭君）
定例理事会報告（喜讀宣友君）

◇RLI 委員会 委員（喜讀宣友君）

1.R 情報委員会より新入会員勉強会開催について

◇管理運営委員会 委員（馬場大介君）

⇒1/23（水）開催が承認されました。

◇青少年奉仕交換委員会 委員（園田修司君）

2.R 寿崎奨学会委員会より寿崎奨学生とカウンセラーと
の意見交換会開催について
⇒1/21（月）開催が承認されました。
（費用は寿崎奨学会負担）
3.70 周年記念事業積立について
⇒全会員、年間 3,000 円積立とすることが承認されまし
た。
4.例会時の駐車場利用（優待券の配布）について
⇒今年度は受付、SAA 担当への配布が承認されました。
（次年度より試算の上再検討）
5.事務局電話回線名義変更について
⇒現在、個人名義のため団体名に変更することが承認さ
れました。
6.事務局員の賞与について
⇒例年通りとすることが承認されました。
7.熊本 RC 創立 80 周年記念式典について
⇒「全員登録」が承認されました。
2019-20（次年度）臨時理事会報告（坂本研一君）
1.SAA の選出について
⇒渕田俊郎会員を選出、承認されました。
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委員会報告

○後藤

●親睦活動委員会（田中靖昭君・坂本幸樹君）
[ 誕生祝 ]

博君・玉田光識君・井上雅文君

大澤淳二君のご入会を歓迎いたします。大澤君は青年

[ 結婚祝 ]

会議所 野球部のエースとして活躍されました。ロー

三角雄介君

12.7

藤木正幸君

12.2

タリーでも早く皆さんと仲良くなり、エースとして活

井上雄一朗君

12.11

池﨑龍彦君

12.8

躍されることを願っています。

渕田俊郎君

12.22

岡本直樹君

12.24

斉藤

淳君

12.22

大澤淳二君の入会を歓迎してスマイルします。ボート

告坂和紀君

12.23

部 1 年後輩の大澤君とは高校でしばらく同じボートに

吉永彰一君

12.25

乗って大活躍してもらいました。欠席しないように頑

○馬場大介君

張ってもらえると思います。期待しています。
○高宮

宏君

前々回の出席率 60％台は誠に残念な状態です。出席率
を上げましょう。
○田中裕司君
先週の例会は向かいの会場において、私が会長を務め

皆さま、こんにちは。まず、先週の年忘れ家族会は

ております某企業の業者会忘年会参加のため涙をの

多数のご参加をありがとうございました。おかげさま

んで欠席させていただきましたのでスマイルいたし

で大盛会となりました。さて本日は、新年会のご案内

ます。

です。こちらも多数のご参加をお待ちしております。

○星野誠之君

また、当日は皆さまに楽しんでいただけるよう、オー
クションを企画しております。贈答品や会社の商品等、
ご協賛をよろしくお願い申し上げます。
（詳細は下記のとおり）
【日

時】2019 年 1 月 7 日（月）18：30～

【場

所】松葉

【会

費】10,000 円

本日は会議出席のため早退します。申し訳ありません。
お詫びのスマイルです。
●ビジネス卓話（西川尚希君）
「日本経済と株式市場の見通し」
栗本佳則様（JP モルガン・アセット・マネジメント㈱）

●青少年奉仕委員会（西川尚希君）

皆さま、こんにちは。本日は古財良一会員に作成を
お願いしておりました、10/21 開催「第 6 回熊本県水
球競技大会」の記録 DVD ができましたのでご覧いただ
きたいと思います。多数の方々にご協力いただき、あ
りがとうございました。改めてお礼申し上げます。
●スマイルボックス（告坂和紀君）
○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君

【例会予定】

西川尚希君

12/24 祝日のため休会

本日の卓話者 栗本佳則様に心から感謝します。斉藤

12/31 定款に基づき休会

淳会員、ご紹介ありがとうございます。また、大澤淳

1/8

二様のご入会を歓迎いたします。

熊本市域 RC 新春合同例会へ振替
（1/7はございません）

○堀川貴史君

1/14

祝日のため休会

大澤淳二さんの入会を歓迎いたします。また、今日の

1/21

月間テーマ（職業奉仕）卓話 倉田榮喜様

例会は空席ゼロです。皆さまのご協力に感謝してスマ

1/28

新入社員卓話 新田義正君

イルいたします。
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