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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。いよいよ今年最後の例会とな

ります。ちょうど年度の半分、折り返し地点です。こ

こまでを振り返ると、多少の問題はありましたが、大

きな問題もなく順調にきているのかなと自分的には思

っております。 

まずは、ご来訪者のご紹介から。当クラブのスポン

サークラブであります熊本 RC より会長の本松 賢（も

とまつ まさる）様、そして、創立 80周年記念大会の

副実行委員長の與縄義昭（よなわ よしあき）様です。

後ほどご挨拶頂きますが、本日は熊本 RC 創立 80 周年

記念大会のご案内にお見えです。当クラブも前回理事

会におきまして、全員登録を決定しております。是非、

多くのメンバーでお祝いに駆けつけたいと思っており

ますので宜しくお願い致します。 

1/28 第 4 回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本  

2/2  ローターアクト提唱クラブ連絡協

議会＠ホルトホール大分 

2/2  補助金管理セミナー＠ホルトホー

ル大分 

2/3  2018-19 RLI パートⅢ＠いいちこ

総合文化センター 

2/16 地区チーム研修セミナー＠グラン

プラザ中津ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９回例会記録（通算第 2790 回）  

平成 30（2018）年１２月１７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 

鏡 祐介様（NPO法人ユアアクション） 

巻 昇治様（NPO法人ユアアクション） 

本松 賢様（熊本 RC） 

興縄義昭様（熊本 RC） 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

今年最後の卓話 鏡 祐介様「NPO 法人ユアアクションの活動紹介」より  

本日の卓話者は、熊本初のサッカーワールドカップ日

本代表メンバーで現在ロアッソ熊本のメンバーでもあ

る、巻 誠一郎選手が熊本地震後に代表となり設立され

た、NPO 法人ユアアクションの理事であり、巻選手のお

父様でもある巻 昇治（まき しょうじ）様と、鏡 祐

介（かがみ ゆうすけ）様にお願いしております。アス

リートの持つ力を、スポーツを通じて子供たちに伝える

取り組みをご紹介いただけるということで楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。 

先週、鐘が曲がってきたので反対から叩くと言いまし

たが、だめなら焼きを入れようかと思っております。私

は仕事柄、ノミのついたブレーカーでコンクリートや石

を斫ります。斫るというのは、もともとはノミを金づち

で叩いて砕くことですが、現在はエアーや電動で振動さ 
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せて砕いていきます。長く叩いていると先が丸くなって、

滑ってしまうのでとがったノミに交換します。丸くなっ

たノミは焼きを入れて叩いて再度とがらせなければな

りません。 

私の話も滑り出したら、皆さんに焼きを入れて頂こう

かと思っております。ただし、焼きが悪いと余計にもろ

くなり、折れたりします。それを、焼きが回ると言いま

すが、私も会長年度で焼きが回らぬよう、後半戦もしっ

かり務めていきたいと思っております。 

今日で今年見納めの方もおられますので、今年一年お

世話になりました、来年もどうぞよろしくお願い致しま

すということと、皆様良いお年をお迎えください、とい

うことをお伝えして、今年最後の会長報告とさせて頂き

ます。本日も宜しくお願い致します。 

 

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 

６６名 ４１名 65.08％    ７５.８１％ 

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） 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.地区事務所より「各種セミナーの日程変更に伴う緊急対応

についてのお願い」が届いております。  

2.人吉中央 RC より「創立30周年記念式典のご案内」及

び「30周年記念親睦ゴルフ大会のご案内」が届いてお

ります。 

3.今年の例会は本日で終了です。来年第1回目の例会は、

1/8（火）「熊本市域 RC 新春合同例会」＠キャッスル

12：30～に振替です。1/7（月）はございません。ご

注意ください。 

4.1/7（月）新年会は、18：30～「松葉」開催です。ご

参加の方はよろしくお願いいたします。尚、12月より

松葉は駐車場がございません。お車の方は近隣コイン

パーキングをご利用ください。  

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 7 日（月）18：30～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○西 RC～合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

 

 

○05 福祉 RC～合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○平成 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○水前寺公園 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○菊南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○江南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（水）18：30～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○りんどう RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 10 日（木）13：00～ 

[変更後] 1 月 8 日（火）12：30～ 

[場  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 

[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～ 

[場  所] キャッスル 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 15 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 16 日（水）12：30～ 

○西南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 1 月 17 日（木）12：30～ 

[変更後] 1 月 18 日（金）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 17 日（木）13：00～ 

○水前寺公園 RC～理事役員会のため時間変更 

[変更前] 1 月 23 日（水）18：30～ 

[変更後] 1 月 23 日（水）12：00～ 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1 月 23 日（水）18：30～ 

[場  所] 味の波止場 
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○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1 月 28 日（月）18：30～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 29 日（火）18：30～ 

[変更後] 1 月 27 日（日）9：00～ 

[場  所] 熊本県民運動公園 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 1 月 30 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 30 日（水）18：00～ 

[場  所] 仲むら 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 30 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（木）13：00～ 

 

熊本 RC 挨拶（本松 賢様・興縄義昭様） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。本日は 3月 9日（土）開催され

ます、創立 80 周年記念式典・祝賀会のご案内に参りま

した。今回、貴クラブには全員登録していただけるとい

うことで、誠にありがとうございます。記念講演には宮

城県知事 村井嘉浩様と熊本県知事 蒲島郁夫様、コーデ

ィネーターは「女性の品格」の著者 坂東眞理子様です。

多数のご参加を心よりお待ちしております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2019-20（次年度）地区役員委嘱伝達式 

◇諮問委員会 委員（寿崎 肇君） 

  

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

 今月は、疾病予防と治療月間です。 

横書の 16 頁以降、テーマに関連して、職業区分医

師のロータリアンの海外での支援活動が掲載されて

います。22頁以降、国際ロータリーの財団を支える 8

つの協力財団の一つであるロータリー日本財団の収

支報告が掲載されています。後ほどご確認下さい。30

頁からは、連載記事米山記念奨学会が掲載されていま

すが、今月は台湾米山学友会の記事になっております。 

   縦書ですが、当 2720 地区関係では、24 頁に、阿蘇

RC による小中学生向けの「肥後街道の旅支援」の記事

が掲載されています。26 頁に、熊本東南 RCによる「伝

承遊びの集い」の記事が掲載されています。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○本松 賢様・興縄義昭様（熊本 RC） Ⅴ 

熊本ロータリークラブでは、創立 80 周年を記念し、

平成 31 年 3 月 9 日（土）に熊本ホテルキャッスルに

於いて「創立 80 周年記念式典・祝賀会」を開催する

運びとなりました。この目出度き日を迎えるのもひと

えに、ロータリアンの皆様の温かいご支援のおかげと

心より感謝申し上げます。熊本ロータリークラブの創

立 80周年記念式典・祝賀会は、平成 31年 3月 9日（土）

熊本ホテルキャッスルにて、14 時受付開始、15 時点

鐘。記念講演は、ホテルキャッスル同会場にて 16 時

半より、記念祝賀会は 19 時開宴となります。また、

記念祝賀会開宴に先立ち、18 時半より同会場にて「震

災から復興への歩みを見つめて、そして未来へ」をテ

ーマに記念コンサートも企画しております。皆様のご

参加を熊本ロータリークラブ会員一同、心よりお待ち

申し上げております。 

○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 鏡 祐介様、巻 昇治様に心から感謝

します。また、当クラブへの来訪者 熊本 RC 本松 賢

様、興縄義昭様を歓迎いたします。最後に寿崎 肇会

員のご快復を心よりお慶び申し上げます。おかえりな

さい！！ 

○田中裕司君・藤山直秀君・新田義正君 

 本日の卓話者 NPO 法人ユアアクション 鏡様、巻様に

心から感謝いたします。 

○野口泰則君・齊藤直信君・後藤 博君 

 熊本ロータリークラブ会長 本松様と興縄様のご来訪

を歓迎してスマイルいたします。80周年誠におめでと

うございます。ぜひ出席させていただきます。また、

先週の TKU感謝祭も大盛況でおめでとうございました。 
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○高宮 宏君・渕田俊郎君・漆島典和君・河津延雄君 

 本日ご来訪いただいています、熊本ロータリークラブ

の本松様、興縄様、ようこそいらっしゃいました。80

周年のお祝いには出席いたします。 

○田中靖昭君 

 私が指導している大阪の小学生のミニバスケットボ

ールチームが、この週末に行われた大阪府大会で 1回

戦、2 回戦、準決勝を勝ち抜き、ベスト 4 に入ってい

ます。頑張ってくれた子供たち、応援してくれた保護

者の方々への感謝の気持ちと、来週勝ち優勝してくれ

ることの期待を込めてスマイルいたします。 

○寿崎 肇君 

 色々の病院と仲良くなっていましたが、漸く縁が切れ

て外出できるようになりました。改めて今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 

 

●外部卓話（西川尚希君） 

「NPO 法人ユアアクションの活動紹介」 

鏡 祐介様・巻 昇治様（NPO 法人ユアアクション）   

-YOUR ACTION – 

継続した熊本地震復興支援活動と子供達のために 

そして明るい社会のために 

私たちは、アスリートによる学校教育（A-bank）、復

興支援活動、イベント・大会活動を通して、熊本を元

気にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆12/18（火）熊本南 RAC例会 

 12月 18 日（火）RAC12月第 2例会が開催されました。

メインプログラムは村上会長によるクリスマスに関

する知識を深めるプログラムでした。これまで間違っ

て解釈していたことがいっぱいあり、大変勉強になり

ました。例会の後は、次年度の役職決めが行われまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

 1/21 月間テーマ（職業奉仕）卓話 倉田榮喜様 

 1/28 新入社員卓話 新田義正君 

 


