2/18（月）熊本グリーン RC 創立 30 周年記念式典＠ホテルキャッスルより
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会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。またまた 2 週間のご無沙汰で

この 2 週間のロータリー関係のご報告をさせて頂きま

した。昨日は熊本城マラソンでしたが、出場された藤

すと、先週の 7 日（木）
、今期初めて RAC の例会に井上

野俊昭会員、井上雄一朗会員、田中靖昭会員、それと

雅文委員長と参加してきました。思っていたより和気あ

応援に行かれた方はお疲れ様でした。

いあいとしていて、皆が積極的な気がしました。もっと

本日の卓話は新入会員卓話ということで、JAL の熊本

やらされている感が強いのかなぁと思っていましたが、

支店長 柴本会員にお願い致しております。柴本会員は

出席している 8 人は全くそういう感じはなくて純粋に頑

熊本大学のご卒業ということですので、熊本は勝手知

張っている感じがしました。井上委員長から、今期一番

ったる第 2 の故郷ということで、熊本ライフを満喫さ

の出席で活発な例会でしたと言われましたので、また次

れていることかと思っておりますが、本日の卓話宜し

からも行ってみようと思いました。10 年ぶりくらいに

くお願い致します。

RAC の例会に出てみて、心が洗われるような感じがしま

また、本日ビジターとして、玉田会員のご紹介でフ

した。ロータリアンの出席が多い方が励みになるようで

ィナンシャルコーチの佐藤名ゝ美（ななみ）様にご参

すので、皆さんも時間があるときはご出席をお願い致し

加いただいております。ご入会されるかどうかは別と

ます。もちろんメーキャップにもなりますので。

して、本日は、当クラブの例会をじゅうぶんお楽しみ

次の 8 日は親睦活動委員会のインフォーマルミーティ

ください。当クラブとしては、大歓迎でお待ちしてお

ングに参加させて頂きました。親睦活動委員会は、新入

ります。

会員が最初に配属される委員会で、入会歴の浅い若い会
員が多いのですが、
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員が多いのですが、その中に混じって吉本会員が参加さ

例会変更のお知らせ

れていて、驚きと同時に頭の下がる思いがしました。吉

○平成 RC～親睦会のため場所変更

本会員は私が親睦活動の委員長をした時にも委員とし

[日

程] 2 月 27 日（水）18：30～

て、13 回やった IM の殆どに出席して頂き、会議が行き

[場

所] 味の波止場

詰ったときに良いアドバイスを頂いておりました。まだ

○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更

まだお酒も強くて最後は吉本会員の行きつけのお店で

[変更前] 2 月 27 日（水）休会

ごちそうにまでなり本当にありがとうございました。ま

[変更後] 2 月 27 日（水）18：30～

たお願いします。

[場

そして、おととい土曜は、次年度の地区チーム研修セ

所] カフェ＆レストラン トポラジュ

○熊本 RC～創立80周年記念式典に振替のため日程変更

ミナーということで、当クラブからは、管理運営部門長

[変更前] 3 月 8 日（金）12：30～

の堀川会員をはじめ、今村会員、馬場会員、園田会員、

[変更後] 3 月 9 日（土）15：00～

そして私の 5 名で大分は中津の地に行ってまいりました。

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

新幹線と特急を乗り継いで行きましたが、大分市内に行

[変更前] 3 月 12 日（火）12：30～

くよりアクセスも良く、1 時間くらい早く着いたので、

[変更後] 3 月 12 日（火）7：00～

意外と便利だと思いました。宿泊施設や会場の問題は若

[場

干ありますが、次年度の瀧ガバナーエレクトの、小さい

○05福祉 RC～定款に基づき休会

街でも地区大会はできる、是非成功させるという意気込

[日

みを感じました。今回の現調で「しがらき」という、に

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

ゅう麺の美味しい店を見つけましたので、坂本年度の地

[変更前] 3 月 20 日（水）12：30～

区大会でもぜひ行こうと思いました。

[変更後] 3 月 20 日（水）18：30～

今年度も、まだまだ 4 ヶ月ちょっとありますので最後

[場

所] 県民総合運動公園
程] 3 月 19 日（火）12：30～

所] 瑞恵

までご協力をお願いして本日の会長報告に代えたいと

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

思います。本日も宜しくお願い致します。

[日

程] 3 月 20 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

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

４５名

72.58％

７４.１９％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

程] 3 月 20 日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3 月 27 日（水）18：30～
[変更後] 3 月 27 日（水）12：00～
[場

欠席記録免除者 1名

所] 日本料理 泉里

○菊南 RC～地区研修・協議会に振替のため日程場所変更
[変更前] 3 月 27 日（水）12：30～

０名（会員数には含まれません）

[変更後] 3 月 31 日（日）
[場

所] ホルトホール大分

幹事報告（倉崎保広君）
1.水前寺公園 RC より「3/13（水）昼例会参加のご案内」が届

定例理事会報告（喜讀宣友君）

いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

1.山内昭徳会員の退会について

いたします。

⇒2 月末付の退会が承認されました。

2.平成 RC より「30周年記念式典のご案内」が届いておりま

2.平木俊孝会員の退会について

す。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたしま

⇒3 月末付の退会が承認されました。

す。

3.台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典参加者の取り扱

3.杵築 RC より「創立50周年記念式典のご案内」が届いてお

いについて

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

⇒公式行事については、RC 会員及び家族

のみ参加とすることが承認されました。

ます。

4.花見の会について

4.姫路南 RC より1月週報が届いております。

⇒3/25（月）KKR ホテルにて開催が承認されました。（詳

5.本日の熊本グリーン RC 創立30周年記念式典は、16：

細は親睦活動委員会にて決定、ご案内）

20～（祝宴18：30～）ホテルキャッスルにて開催です。

5.職場訪問について

ご参加の方はよろしくお願いいたします。

⇒4/10（水）テレビ熊本にて開催が承認されました。
（詳

6.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

細は職業奉仕委員会にて決定、ご案内）

位はご参加をよろしくお願いいたします。
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委員会報告

○玉田光識君・原

●雑誌委員会（雑賀庸泰君）

裕一君・野間和子君

佐藤名ゝ美様のご来訪を心より歓迎いたします。ぜひ
とも我が熊本南 RC 二代目女性会員となられますこと
を心よりお持ちしております。いつも「熊日すぱいす」
見ています。
○喜讀宣友君・坂本研一君・坂本幸樹君・堀川貴史君
馬場大介君・西川尚希君・北口

今月も半ばを過ぎましたが、今月は平和と紛争予防

誠君・河津延雄君

森本康文君・藤野俊昭君

／紛争解決月間です。横書の 7 頁以降、今月のテーマ

2 月 8 日親睦活動委員会 IM を開催しました。若手の会

について特集が組まれています。2017 年末時点で、世

員以上に吉本会員がお酒を飲まれていたのには驚き

界には難民 2540 万人、避難民 4310 万人がおり、ロー

ました。メガハイボールもおかわりされて、合計 10

タリーでどんなことができるか考えよう、と問題提起

杯くらい飲まれていました。二次会では、酔っ払った

されています。ミャンマー、シリア、南スーダンなど

西川会員が吉本会員にパーティグッズのシルクハッ

の現状が紹介されています。ロータリーの現在の取組

トをかぶせてしまい反省しています。最後は吉本会員

みは、11 頁に掲載されています。奉仕プロジェクト、

の家までみんなで徒歩で帰り、最高の一日でした。あ

平和フェローシップ、奨学金、
「難民と進む 20 億キロ

りがとうございました。

メートル」キャンペーンなどです。

○河津延雄君・沼野修一君

16 頁から 19 頁にかけて、32 頁、26 頁、27 頁に米山

熊本城マラソン無事終了しました。出場された皆さま

記念奨学会関連の記事が掲載されていますので、後ほ

お疲れさまでした。応援された方、テレビを見ていた

どご確認ください。

だいた皆さま、ありがとうございました。

縦書は 21 頁から、熊本中央 RC と人吉中央 RC の会

○井上雄一朗君

Ⅴ

員の歌が数首掲載されています。それから 23 頁に、

多分、今年初のホーム例会出席でごめんなさい。また、

天草中央 RC で催された発達障害児とその家族が参加

今年に入って漆島会員に 2 度も神事を執り行っていた

できる化石の採集イベントの様子が寄稿されていま

だきありがとうございました。さて、昨日 4 度目の熊

す。28 頁には、熊本グリーン RC による、映画「『ブレ

本城マラソンに挑んでまいりました。過去の自分に勝

ス しあわせの呼吸』の鑑賞会」の模様が掲載されて

てた！嬉しい！努力は報われる！！スタート前に TKU

います。

の太田さんと放送クルー4 名おられましたので、かな

今月は当 2720 地区関連記事が多く掲載されていま

りテレビに映っていたようで、河津さんありがとうご

すので、後ほどご確認ください。

ざいます。でもあの重装備で 42Km 走らせるのはある
意味パ○ハラですよ！

ポールハリスフェロー認証表彰（喜讀宣友君）
✩原

○齊藤直信君

裕一君（4 回目）

Ⅹ

2/10（日）東京競馬において、サングラスがバレンタ
インステークス勝利！次回はＧⅢへ挑戦！！
○西川尚希君

Ⅹ

昨日、グループ会社の再春館バドミントンチームが
S/J リーグで優勝することができました。これも皆さ
まの応援のおかげです。昨年はチーム内がある事情に
よりガタガタで、選手には心配の中での戦いで本当に
感謝しかありません。次年度も更なる成長を目指して
●スマイルボックス（告坂和紀君）

がんばってくれると思いますので、今後も応援よろし

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君

くお願い申し上げ、感謝のスマイルをさせていただき

西川尚希君

ます。

当クラブへのご来訪者、玉田光識会員ご紹介の佐藤

○木村弘訓君

名ゝ美様を歓迎いたします。本日の卓話者 柴本幸生
会員に心から感謝します。また、高宮

社用のため早退します。

宏会員におか

○漆島典和君

れましては、RKK ラジオで 1 週間楽しいラジオ出演を

本日は諸用のため早退いたします。熊本グリーン RC

ありがとうございました。次回もぜひぜひ楽しみにし

の創立 30 周年記念式典に間に合うように戻ります。

ています。

悪しからず。
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●会員卓話（西川尚希君）
「JAL を取り巻く環境と取り組みについて」
柴本幸生君

◆2/16（土）地区チーム研修セミナー
＠グランプラザ中津ホテル

◆2/18（月）熊本グリーン RC 創立 30 周年記念式典
＠ホテルキャッスル
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