月間テーマ（職業奉仕）卓話 倉田榮喜様「職業奉仕の重要性」より
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皆さま、こんにちは。今年の第 1 回目の例会が市域
の合同例会に振り替えられて、先週が振替休日でした
ので本日がホームでの第 1 発目の例会となります。初
めてお会いする方もおられるかと思いますので、改め

ば、熊本南と言われていたと記憶しております。職業奉

まして、明けましておめでとうございます。本年も宜

仕の定義は難しく、多岐にわたるのかなぁと思います

しくお願い致します。

し、それぞれの職業奉仕があって良いのかなぁとも思い

1 月 7 日の新年会で倉崎幹事が正月早々インフルエ

ます。本日はそれぞれの職業奉仕の意義を深めて、実践

ンザでお休みされていて、心の中で笑っていたら、以

につなげるヒントを頂けるものと楽しみにしておりま

心伝心というか、仲良く私まで先々週の木曜から先週

す。倉田様、宜しくお願い致します。

の月曜までインフルエンザで寝込んでしまいました。

最近、太り方が尋常ではないのでお風呂に入る前に鏡

かなり流行っているようですので皆様お気を付けくだ

を見ながらボディビルのポージングをしています。その

さい。

体型を見ると泣きたくなりますが・・・。ポージングを

本日の卓話は、今月が職業奉仕月間ということで、

することで筋肉への力の伝え方や動きを感じることが

2720 地区の職業奉仕部門長で熊本北 RC の倉田榮喜様

できるので、それを繰り返すことで筋トレになるという

にお願いしてあります。職業奉仕というと、ロータリ

ことです。代表的な 2 ポーズを紹介して会長報告の締め

ーの金看板とも言われますし、長らく職業奉仕といえ

にしたいと思います。
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まずはフロント・ダブル・バイセップス、そして、フロ

○菊南 RC～定款に基づき休会

ント・ラット・スプレッド。皆さんも是非お試しくださ

[日

い。

○西稜 RC～熊本グリーン RC 創立30周年記念式典へ振替

本日も宜しくお願い致します。

程] 2 月 13 日（水）12：30～

のため時間場所変更
[変更前] 2 月 18 日（月）18：30～
[変更後] 2 月 18 日（月）16：20～

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

４２名

66.67％

７１.４３％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

[場

所] ホテルキャッスル

新入会員自己紹介 2 回目（大澤淳二君）

欠席記録免除者 1名

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）

皆さま、こんにちは。2 回目の自己紹介です。私は下

1.メーキャップ充当について

通で居酒屋を営んでいます。来週は懇親会等の会場とし

⇒会場内にいる場合は出席とみなすことを承認。

て当店をご予約いただき、ありがとうございます。皆さ

（但し全会員案内行事のみ対象）

まにご満足いただけるよう頑張りますので、今後ともよ

2.親睦活動委員会より、12/3「年忘れ家族会」及び 1/7

ろしくお願いいたします。

「新年会」の収支報告。
委員会報告
幹事報告（倉崎保広君）

●親睦活動委員会（告坂和紀君）

1.地区事務所より、事務所移転のお知らせが届いており

[ 結婚祝 ]

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。

[ 誕生祝 ]

山内昭徳君

1.9

山内昭徳君

1.22

平尾豊幸君

1.11

喜讀宣友君

1.25

鎌田

剛君

1.11

堀川貴史君

1.23

例会変更のお知らせ

藤野俊昭君

1.24

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

金井昌道君

1.27

[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

○東南 RC～職場訪問のため場所変更
[日

程] 1 月 30 日（水）12：30～

[場

所] 南九州イエローハット

[ 結婚祝 ]

○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～

○菊南 RC～熊本第2グループ IM に振替のため日程変更
[変更前] 2 月 6 日（水）12：30～

[ 誕生祝 ]

[変更後] 2 月 10 日（日）
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●ロータリー情報委員会（玉田光識君）

●スマイルボックス（告坂和紀君）
○倉田榮喜様（熊本北 RC）

Ⅱ

本日は皆さまの大切な 1 月例会に卓話の時間をいただ
き、ありがとうございます。職業奉仕の重要性につい
て思うところをお話させていただきます。どうぞよろ
しくお願いします。
皆さま、こんにちは。ロータリー情報委員会では、

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君

入会 5 年未満会員を対象とした勉強会及び懇親会を開

本日の卓話者 倉田榮喜様に心から感謝します。

催いたします。参加予定の方はよろしくお願いいたし

○塚本

侃君

ます。尚当日は、
「2018-19 クラブ現況及び活動計画書」

当クラブへの来訪者 熊本北 RC の倉田榮喜様を歓迎い

をご持参ください。（詳細は下記のとおり）

たします。

【日

【会

程】2019 年 1 月 23 日（水）

○堀川貴史君・河津延雄君

勉強会 18：00～（県民交流館 パレア）

本日の卓話 熊本北 RC の倉田地区職業奉仕部門長のご

懇親会 19：30～（熊本味処 鹽）

来訪を心より歓迎いたします。卓話、勉強させていた

費】勉強会 無料

/

懇親会 3,000 円

だきます。
○永井富士雄君

●R 寿崎奨学会委員会（永井富士雄君）

本日の卓話者 熊本北 RC 会長 倉田榮喜様に心から感
謝します。
○丸山浩之君
先週の月曜 14 日午後 0 時 30 分に第三子の男の子が誕
生しました。これから子どもの成長を励みに益々がん
ばりたいと思います。また、熊本北 RC 倉田様のご来

皆さま、こんにちは。R 寿崎奨学会委員会では、本

訪を歓迎いたします。

日 18：00 より熊本味処 鹽にて奨学生とカウンセラー

○坂本幸樹君

との意見交換会及び懇親会を開催いたします。カウン

丸山アニキ、おめでとうございます。

セラー及び関係各位はご参加をよろしくお願いいた

○園田修司君

します。

Ⅲ

皆さん、明けましておめでとうございます。私事では
ございますが、長男が熊本大学付属小学校に合格しま

◆高宮

宏会員報告

した。私に似て非常に優秀です。受験に際しましては、
古財会員に駐車場を貸してもらうなど、本当にお世話
になりました。ありがとうございます。また、漆島さ
んの年賀状で切手シートが当たりました。皆さまに感
謝してスマイルいたします。
○高宮

宏君

皆さま、こんにちは。熊本地震復興支援特別公演 明

本日は皆さま方にお時間をいただきましてありがと

治大学マンドリン倶楽部 定期演奏会のご案内です。

うございます。お手元に配りました、八代亜紀さん特

今回は特別出演として八代亜紀さんも参加されます。

別出演のご案内をさせていただきます。よろしくお願

ご都合のつく方は是非お越しください。

いいたします。
○鬼塚貴志君
大変申し訳ありません。1 年ぶりの出席です。お詫び
のスマイルです。
○漆島典和君
皆さん、明けましておめでとうございます。本年もど
うぞよろしくお願い申し上げます。ということで、諸
用のためひと足お先に失礼いたします。
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●外部（月間テーマ）卓話（河津延雄君）
「職業奉仕の重要性」
倉田榮喜様
（地区職業奉仕部門長/熊本北 RC 会長）

◆1/22（火）熊本南 RAC 例会＠居酒屋 鹽

1 月 22 日熊本南 RAC の新年会例会が開催されました。
RC からも古財会員・大津会員にご参加頂きました。メ
ンバー各々の親睦も深まり、たいへん賑やかな会とな
りました。
◆1/23（水）R 情報勉強会・懇親会
＠県民交流館パレア/居酒屋 鹽
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