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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は 2720JapanO.K.E

クラブの髙山英一郎（たかやま えいいちろう）様に

お願いしております。髙山さんは、現 2720地区ガバナ

ー髙山泰四郎（たかやま たいしろう）様の甥っ子さ

んにあたられるということで、当然ながら地区副幹事

もされておられます。昨年 10 月 15 日のガバナー公式

訪問合同例会にも、ガバナー夫人とともに同席されて

おられますし、奥様も熊本出身と聞いておりますし、

何より公式訪問の夜に食事のあと飲み二ケーションし

ておりますので身近な感じがしております。特にケツ

メイシが好きということで意気投合し一緒に熱唱しま

したが、“ケツメ好きに悪い人はいない”と言いますの

で付き合いは浅いですが絶対いい人だと言えます。今

日は E クラブについてお話を頂きますが、私もまだメ

ーキャップもしたことがなく、ぼんやりとしか分かっ
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本日の卓話 2720JapanO.K.E クラブ 高山英一郎様の「E クラブのススメ」より  

ておらず、分かっていることといえば、例会場がないと

いう事と、いつでもどこでも例会に参加できるという事

くらいです。おそらくこのシステムを使えば飛躍的に出

席率は向上するはずです。金曜日のお昼が過ぎてあーあ

と思うこともなくなります。本日は宜しくお願い致しま

す。 

先週月曜日に第 5 回目のクラブ協議会を行いました

が、出席された方はお疲れさまでした。次は次年度との

合同ということで本年度は最後ということでしたが、戦

略計画委員会後藤委員長から我がクラブの良いところ、

悪いところという良いお題が出され、皆真剣に答えて、

良いところはある程度の規模で、会員数が多いので何す

るにせよ、スケールメリットがあるということ、若い会

員が多く、仲が良く、活動的であるということが代表的

な意見でした。反面、悪いところは若さゆえの厳しさが

足りない点、それが出席率の低下に表れているというこ 
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とや、事業の数が多すぎるという意見が出されました。

また今後どういうクラブになりたいかという質問には、

他のクラブから目標とされるクラブというのが多く、堀

川会員は、会員数でもガバナーの輩出数でも熊本 RC を

上回りたいと言われておりましたが、その言葉がいつか

自分に返ってくるということを覚えておいてください。 

金曜日は、9 日の熊本 RC の創立 80 周年の祝賀会で当

クラブのバナーが無かったので、堀川会員とバナーの交

換で例会に出席してまいりました。やはり重厚な雰囲気

で野次や軽口が飛ぶような感じはまったくありません

でしたが、90 周年には当クラブのバナーも掲げて下さい

と挨拶してまいりました。料理は熱々の中華で美味しか

ったです。 

これまで週報に載っているからということで理事会

の報告を口頭でしておらず申し訳ありませんでした。こ

れから後の分は会長報告でしていきたいと思います。 

まず、オハイエ 10 周年の名義後援については後援す

ることとなりました。次に台北大同扶輪社の 35周年式

典に事務局員の東さんを帯同することを決めました。留

守中は桑原副幹事が事務局対応する予定です。それと 3

月異動も含めた退会者の承認をしました。ちなみに来週

は休会ですので本日が最後の例会参加となりますが、平

木俊孝会員、金井昌道会員、野間和子会員、本日欠席で

すが吉村郁也会員が退会となります。せっかく知り合え

たのに寂しい気持ちが募りますが、皆様の新天地でのご

活躍を祈念致します。また機会があれば一緒に活動した

いと思っております。また逢う日まで、再見！ 

以上、本日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 

６４名 ４１名 67.21％    ８７.１０％ 

出席規定適用免除者 2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） 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 4月 1日（月）12：30～ 

[変更後] 4月 2日（火）18：30～ 

[場  所] 紅蘭亭 上通パビリオン 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月 2日（火）12：30～ 

[変更後] 4月 2日（火）19：00～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

 

○西 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月 9日（火）12：30～ 

[変更後] 4月 10日（水）18：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○中央 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月 12日（金）18：30～ 

[変更後] 4月 10日（水）18：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（火）12：30～ 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.人吉中央 RC より「創立 30周年記念式典及び祝賀会の御

礼」が届いております。（堀川貴史会員出席）  

2.八代東RCより「30周年記念式典のご案内」が届いておりま

す。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたしま

す。 

3.来週（3/25）例会は「定款に基づき休会」です。次回は4/1

（月）です。ご注意ください。尚、花見の会は3/25（月）18：

30～KKR ホテル開催です。 

4.例会終了後、今年度 臨時理事会、及び次年度 臨時理

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。 

 

2018-19 臨時理事会報告（喜讀宣友君） 

1.寺本光秀様の入会について ⇒承認されました。 

2.金井昌道会員の退会について 

⇒3/31 付の退会が承認されました。  

3.台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典スマイルについ

て ⇒300,000円が承認されました。 

 

2019-20 臨時理事会報告（坂本研一君） 

1.2019-20年度地区予算（災害見舞金）について 

⇒承認されました。（前期、後期それぞれ 200円/人） 

2.2019-20年度休会日について 

⇒11/11、12/30、2020/3/30、4/27が承認されました。 

 

退会挨拶（平木俊孝君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。仕事の都合により 3 月末付で退

会することとなりました。1 年 8 ヶ月の短い間ではござ

いましたが、皆さまには色々ご指導いただきありがとう

ございました。熊本におりますので、今後も別の場所で
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お会いする機会があるかと思います。その際は是非お気

軽にお声掛けください。ありがとうございました。 

 

退会挨拶（金井昌道君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。異動に伴い、3 月末付で退会す

ることとなりました。思い出すのは着任早々熊本地震が

発生し、37日間会社に缶詰状態であったことです。その

後 6月から入会し、皆さまには約 3 年間大変お世話にな

りました。後任も入会させていただくことになると思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

 

退会挨拶（野間和子君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。異動に伴い、3 月末付で退会す

ることとなりました。熊本への着任は金井会員と同じ 3

年前です。着任早々の熊本地震で、仕事柄私もヘルメッ

トを被り顧客先を駆けずり回ったことを思い出します。

熊本南 RC 初の女性会員ということで、皆さまには温か

く迎えていただき心から感謝しています。また、私自身

ロータリーの活動がとても楽しかったので寂しくてた

まりません。皆さまと知り合えたことが宝物です。本当

にありがとうございました。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より花見の会

と喜讀年度ゴルフコンペのご案内です。多数のご参加

をよろしくお願いいたします。（詳細は下記のとおり） 

✩花見の会✩ 

【日  時】2019年 3月 25日（月）18：30～ 

【場  所】KKRホテル 1F 「ロータスガーデン」 

【会  費】7,000円（後日請求） 

 

✩喜讀年度ゴルフコンペ✩ 

【日  時】2019年 4月 12日（金）9：30スタート 

【場  所】チサンカントリークラブ御船 

【会  費】プレー費 6,897円 / 会費 2,000円 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○喜讀宣友君・田川憲生君・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 高山英一郎様に心から感謝いたします。

E クラブについて勉強させていただきます。また、本

日の例会で最後の平木俊孝会員、金井昌道会員、野間

和子会員、吉村郁也会員、本当にお疲れさまでした。

いつでも戻られて OKですよ。 

○漆島典和君・園田修司君・原 裕一君・三角雄介君 

 坂本幸樹君・北口 誠君・告坂和紀君・柴本幸生君 

 本日この熊本南 RC を去ってしまう、金井昌道会員、

野間和子会員、平木俊孝会員、吉村郁也会員にスマイ

ルいたします。悲しみのあまり、１週間眠れませんで

した。今日の夜からしっかり眠りたいと思います。今

後のご活躍を期待しています。 

○高宮 宏君・堀川貴史君・後藤 博君・野口泰則君 

 河津延雄君・沼野修一君 

 金井昌道会員、平木俊孝会員、野間和子会員、吉村郁

也会員、本日をもって熊本南 RC ご卒業おめでとうご

ざいます。これまでクラブのためにありがとうござい

ました。皆さまの今後のご活躍を祈念申し上げます。 

○金井昌道君  Ⅴ 

 3 月末で退会することになりました。異動により 4 月

1 日から西部ガスエネルギー㈱の社長に就任すること

になりました。3 年間歴史と伝統ある熊本南ロータリ

ークラブに入会させていただき、また、会員の皆さん

に良くしていただき本当に感謝申し上げます。西部ガ

スエネルギー㈱は熊本にも支店がありますので、来熊

することも多いと思います。今後ともよろしくお願い

いたします。後任は佐世保より木下という者が参りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、あり

がとうございました！ 

○平木俊孝君  Ⅹ 

 お礼のスマイルです。私、平木は 3月 31 日付で 1年 8

ヶ月お世話になりました、熊本南ロータリークラブを

退会いたします。短い間でしたが色々ご指導いただき

ありがとうございました。今後は新事業に特化して頑

張ってまいります。会員の皆さまの会社にお伺いする

場合があるかと思います。その際はよろしくお願いい

たします。最後に、熊本南ロータリークラブの今後ま

すますのご発展を祈念いたします。 
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○野間和子君  Ⅹ 

 短い間でしたが、皆さまに温かく接していただき、感

謝の気持ちで一杯です。心から感謝申し上げます。心

から御礼を申し上げるとともに、皆さまのご健康、ご

活躍を祈念しております。熊本南ロータリークラブ万

歳！大好きです！！ 

○森本康文君 

 先日、高校の合格発表があり、長男が熊本高校に合格

しました！と言いたいところですが、残念ながら夢叶

いませんでした。人生の通過点で小さな挫折を経験し

ましたが、この経験を今後もしっかりと生かしていけ

ると思います。4 月からは真和高校生として前を向い

て進んで欲しいです。 

 

●外部卓話（西川尚希君） 

「Eクラブについて」    

高山英一郎様（2720JapanO.K Eクラブ） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆3/15（金）熊本 RC例会＠ホテルキャッスル 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆3/23（土）熊本北 RC 創立 40 周年記念例会 

＠ホテルキャッスル 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆3/24（日）オハイエくまもと 「第 10 回 とっておき

の音楽祭」 

  

 


