熊本ヴォルターズ 湯之上聡様、卓話をありがとうございました！
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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
［今 日］

湯之上聡様
（熊本バスケットボール㈱代表取締役）

例 会
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典＠アンジェリーク平安
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ー＠グランプラザ中津ホテル
3/9 熊本 RC 創立 80 周年記念式典・
祝賀会＠ホテルキャッスル
3/25 花見の会＠KKR ホテル

会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は、熊本初のプロ
バスケットボールチーム 熊本ヴォルターズを運営さ
れている熊本バスケットボール株式会社 代表取締役

が、先週の金曜日、私は業界団体の賀詞交換会があるた

社長 湯之上聡（ゆのうえ

め上京したのですが、偶然にも熊本空港で西川会員と会

さとし）様にお願いしてお

ります。

ってお話したら、もちろん JAL の同じ便で、席も隣同士

湯之上社長には以前にも卓話をお願いしたことがあ

でした。私は昨日帰ってきたのですが、西川会員は、社

りますが、その時はまだ立ち上げの段階で、夢は大き

員旅行の人吉からそのまま来て、1 週間滞在するとのこ

いけど実際のところ本当にできるのか、私の中では半

とでした。「最近、朝起きてどこにいるのかわからなく

信半疑でした。しかしながら、今その認識は全く違い

なっています。」とのことでしたが、忙しい人は大変だ

ます。現在、B2 リーグ西地区首位で、来期は B1 昇格か

なぁと思います。
賀詞交換会の前に、国交省と厚労省の方の講演があ

というところまできています。
行動し続ければ夢は叶うということを、実際に見せ

り、当然先日告坂会員が話された働き方改革の話もあり

て頂きました。今日は更なる夢を語って頂けるものと

ましたが、我々の建設業、それから自動車の運転業務、

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

医師、なぜか鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業は

本当ならバックアップも精力的にやっている西川プ

5 年間猶予があるとのことでしたが、その 5 年間で解決

ログラム委員長にご紹介して頂けたら良かったのです

策が見出せるのか疑問で単なる先送りにすぎないと思
い
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います。

委員会報告

日本人の美徳であった“滅私奉公”という言葉も聞く

●親睦活動委員会（山口

ことが少なくなり、こつこつ勤勉にやるという日本人の

競君）

［誕生祝］

［結婚祝］

ストロングポイントがどんどん消されていくように思

山本

円君

2.1

塚本 侃君

2.7

います。

森本康文君

2.3

星野誠之君

2.10

杉田辰彦君

2.9

中嶋亜志火君

2.14

みをつくれということで、出来ない企業は淘汰されてい

髙宮

宏君

2.10

くということでしょうか？

平尾豊幸君

2.13

木村弘訓君

2.14

とっては当然のこととして決まっていくことに憤りを

塚本 侃君

2.17

感じますが、嘆いていてもしょうがないので、小さな夢

近森栄太郎君

2.26

要は今の仕事を、7 割程度の仕事で利益を出せる仕組

日本の中でも特に優秀な上位数パーセントの方々に

を実現しながら順応していくように頑張ります。
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

６５名

４２名

67.74％

８４.１３％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

［誕生祝］

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（大津英敬君）
1.熊本北 RC より「創立40周年記念例会のご案内」が届いて
おります。参加希望の方は登録申込書にご記入をお願い
いたします。（再）
［結婚祝］

2.来週（2/11）例会は「祝日のため休会」です。ご注意
ください。

●RAC 委員会（井上雅文君）
例会変更のお知らせ
○西稜 RC～熊本グリーン RC 創立30周年記念式典へ振替
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～
[場

皆さま、こんにちは。先週 2/2（土）大分にて開催

所] ホテルキャッスル

されました「ローターアクト提唱クラブ連絡協議会」

○平成 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 2 月 27 日（水）18：30～

[場

所] 味の波止場

に、坂本研一会長エレクト、北口

3 名で参加いたしましたのでご報告申し上げます。主
な内容としましては、ローターアクトの現状及び今後

○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更

の提唱クラブの役割等の説明でした。当地区の RAC 会

[変更前] 2 月 27 日（水）休会

員数は全国平均に比べますと低く、また卒業予定者も

[変更後] 2 月 27 日（水）18：30～
[場

数名います。今後の RAC 活性化についての話し合いが

所] カフェ＆レストラン トポラジュ

行われましたが、14 名の会員がいる人吉 RAC では、提

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

唱クラブの人吉 RC 会員数名が毎回例会に参加されて

[変更前] 3 月 20 日（水）12：30～

いるとのことでした。皆さまにもぜひ熊本南 RAC 例会

[変更後] 3 月 20 日（水）18：30～
[場

誠次期幹事と私の

に参加いただければと思います。

所] 瑞恵
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◆2019-20 ロータリー財団委員会（星野誠之君）

○井上雅文君
私事ですが、高校入試におきまして私の一人息子ユウ
スケ君が熊本学園大学付属高校に合格することがで
きました。充実した高校生活が送れますよう願いまし
てスマイルさせていただきます。ありがとうございま
した。

皆さま、こんにちは。先週 2/2（土）大分にて開催

○園田修司君

されました「補助金管理セミナー」に参加いたしまし

2/2 家族が増えました。さらにがんばらないといけま

たのでご報告申し上げます。ロータリー財団は資金推

せん。家族共々よろしくお願いいたします。

進委員会、地区補助金委員会、グローバル補助金委員
会、ポリオプラス委員会の 4 つの委員会で構成されて
います。セミナーではそれぞれの委員会の内容や仕組
みの説明がありました。中でもロータリー財団が力を
入れているのがポリオプラスです。今年は更に力を入
れて活動したいとのことで、ポリオプラスへの寄付の
お願いがございました。また、地区補助金につきまし

●外部卓話（坂本幸樹君）

て、当クラブでも今年度の水球大会を申請、承認され

「この街でプロバスケ選手が夢になる」

ております。来年度も申請予定ですので、現在書類の

湯之上聡様（熊本バスケットボール㈱代表取締役）

手続きを行っている段階です。他、グローバル補助金
につきましては、大規模な国際的活動が対象となりま
すが、当クラブではタイ・プロジェクトが終了し、新
たな事業の考えがありましたら是非ご相談いただけ
ればと思います。
●スマイルボックス（告坂和紀君）
○喜讀宣友君・桑原幸雄君・大津英敬君・坂本研一君
坂本幸樹君
本日の卓話者 湯之上聡様に心から感謝します。
○渕田俊郎君・河津延雄君・玉田光識君・古財良一君
桑原幸雄君・沼野修一君
我々がりんどう会のホープ、湯之上聡君のご来訪を心
より歓迎します。ヴォルターズのこれからの活躍を心
よりお祈りいたします。
○星野誠之君
2 月 1 日に事務所を移転しました。前の事務所が耐震
の不安があったことから思いきって引っ越しました。
県庁北門近くですので、気軽にお立ち寄りください。
今後もかわいがっていただけるよう頑張ります。ご挨
拶のスマイルです。
○齊藤直信君
久しぶりのホームクラブ例会出席です。
○寿崎

肇君

長い間欠席しご迷惑をおかけいたしました。再発のな
いように毎日監視されておりますので思うようにい
きません。例会に出席しますと皆さまから元気をいた
だき卓話も聞ける、私にとっては有難い熊本南 RC 例
会でございます。心から感謝いたします。
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◆2/2（土）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 月 2 日土曜日、ローターアクト提唱クラブ連絡協議
会が開催されました。提唱クラブの役割等勉強会の後、
各グループに別れ、現在の課題、地区との連携、今後
の目標について話し合われました。
◆2/7（木）熊本南ローターアクトクラブ例会

今回は喜讀会長にもご参加いただきました。メインプ
ログラムでは、バレンタインデーが近いとのことから
チョコレートの知識を学び、後半はクイズで盛り上が
りました。

【例会予定】
2/25 新入会員卓話 沼野修一君
3/4

調整中

3/11 調整中
3/18 外部卓話 高山栄一郎様（地区副幹事）
3/25 定款に基づき休会
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