4/18（ 木 ） 台 北 大 同 扶 輪 社 創 立 35 周 年 記 念 式 典 in 台 北 よ り
より
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ておりますが、どういうものか楽しみにしております。
宜しくお願い致します。

会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。まずはうれしいご報告から。

先週はあわただしい 1 週間でした。火曜日から台湾の

当クラブの会員でもあります御船町長の藤木会員が無

方に行きましたが、毎日飲めや、食えの接待を受け、特

事 2 期目の当選を果たされました。皆様によろしくお

に飲む方がすごくて帰ってから体調を崩しました。行か

伝えくださいとの連絡を頂いております。恐らく次の

れた皆さんお疲れさまでした。着いた次の日 17 日は花

例会はたくさんのスマイルを頂けるものと思います。

蓮というところの観光でしたが、風光明媚ですばらしい

本当におめでたいことです。

ところでしたが、断崖絶壁の切り立った大理石の山やト

それでは卓話者のご紹介をさせて頂きます。西川プ
ログラム委員長のご紹介で、再春館システム株式会社 e

ンネルを落石注意の看板の中ヘルメットを被りひやひ
やしながら見てまわりました。

とし

次の日 18 日の 13 時、日本時間の 14 時頃私は一人で

ゆうと）様。e スポー

101 近くの建物の中にいたのですが、久しぶりにすごい

ツについて卓話をして頂きます。e スポーツとは耳慣れ

揺れを感じました。私のセンサーが狂っていなければ、

ない言葉ですが、なんでもオリンピック種目になるの

たぶん震度 4 くらいだと思いました。後で聞いたら花蓮

ではという巷のうわさも聞いております。私の中では

は震度 7 でかなりの被害があったそうです。1 日ずれて

子供が小さいころにやっていた任天堂の Wii で止まっ

いたらと思うとぞっとしました。

コミュニケーション事業部の今井敏昭（いまい
あき）様、中嶋優諭（なかしま
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19 日の式典では中国スナックで予習していった挨拶を

委員会報告

披露しましたが、日本の方も台湾の方もぽかんとされて

●S.A.A.委員会（堀川貴史君）

おりましたが、大体伝わったのかなと思っております。
懇親会の途中で西川会員が「白髪のおじいさんが喜讀
会長のことを探していますよ」と呼びに来てすっと去っ
ていきましたが、その後何杯も一気をさせられました。
今回、初日から各姉妹クラブ合同の歓迎会があったり
して前回と違ったようなので次回は色々なパターンを

皆さま、こんにちは。S.A.A.よりお知らせです。次

想定して、最初から記念品やバナーも早めに、多めに準

回5/13（月）例会より「クールビズ」といたしますの

備した方が良いと思いました。これが頂いた記念品とバ

でネクタイ不要です。また、S.A.A.のたすきを5本新

ナーです。後ほど回覧致します。今回もたくさんのおも

調しましたのでご報告申し上げます。

てなしを受けましたので、次回が大変ですが精一杯お返
ししたいと思っております。

●RAC 委員会（井上雅文君）

いよいよ次の日曜日は告坂会員の披露宴ですが、告坂
会員の良いところが思いつかず挨拶が一向にできませ
ん。誰か良いところを教えてください。
ちなみに例会扱いにはなっておりませんのでメーキ
ャップにはなりませんが、ご出席をお願いして本日の会
長報告とさせて頂きます。

皆さま、こんにちは。前回ご案内しました、地区 RA

本日も宜しくお願い致します。

家族清掃活動のお知らせです。5月5日（日）9時白川
公園集合です。できるだけ多数で参加したいと思って
おりますので、お時間がおありでしたらぜひご参加く

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

６１名

３６名

61.02％

７９.６６％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

ださい。
●親睦活動委員会（大津英敬君）

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（倉崎保広君）

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会では、6/17（月）

1.オハイエくまもとより「ボランティア参加の御礼」が届いてお

～6/18（火）の日程で 1 泊親睦旅行を計画中です。詳

ります。

細が決定次第ご案内いたします。ぜひ多数のご参加を

2.4/29（月）及び 5/6（月）例会は「祝日のため休会」です。次

お待ちしております。

回は 5/13（月）となります。ご注意ください。
■2019-20（次年度）幹事報告（北口

誠君）

例会変更のお知らせ
○平成 RC～昼例会に時間変更
[変更前] 5 月 22 日（水）18：30～
[変更後] 5 月 22 日（水）12：30～
○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5 月 28 日（火）12：30～

皆さま、こんにちは。次年度各委員長にはすでにご
案内しておりますが、次年度の活動計画書の提出をお
願いいたします。尚、締切は 4/26（金）です。期限厳
守にてお願いします。また、次年度地区大会が 11/8
（金）～11/9（土）中津にて開催予定です。宿泊施設
数に不安があるため、早めにご案内したいと思ってい
ます。ぜひ多数のご参加をお願いいたします。
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■2019-20（次年度）姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

○園田修司君・桑原幸雄君
今度の日曜はいい所がたくさんある告坂さんの披露
宴です。皆さん楽しみですかー！！披露宴だけではお
祝いしたりない方のために 2 次会を計画しています。
場所は丸山さんのお店 Hironosuke にて、披露宴後す
ぐ会費は 4,000 円を予定しております。新郎新婦で参

皆さま、こんにちは。先日、台北訪問の際に、台北

加です。
「万が一」来られない方はご連絡ください。

大同扶輪社との姉妹クラブ締結式（更新）が無事終了

○告坂和紀君

しましたのでご報告申し上げます。尚、次年度の短期

私事ではありますが、結婚式までいよいよ 1 週間とな

青少年交換留学事業は、当クラブが受け入れ年度とな

りました。式に参加してくださる方、お祝いのお言葉

ります。8 月に 3～5 名ほどの留学生と引率会員が来熊

をくださった方々、ロータリーの友情に深く感謝して

予定です。ホストファミリーの募集、また、歓迎会等

スマイルさせていただきます。当日はよろしくお願い

のご案内をさせていただきますので、ご協力のほどよ

いたします。ありがとうございます。

ろしくお願い申し上げます。

○田中裕司君

Ⅱ

先日マスターズを見に行きました。かなりの費用がか
●スマイルボックス（告坂和紀君）

かりましたが、1 日目タイガーウッズが林に入れて当

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君

たった木の真下にいて、隣の人に当たり目の前でタイ

西川尚希君

ガーのショットを見ることができました。フィルミケ

本日の卓話者 今井敏昭様、中嶋優諭様に心から感謝

ルソンやリッキーファウラー、松山の練習もじっくり

します。今日の卓話は e スポーツについてということ

見ることができ、とても楽しかったです。皆さんへの

で、年齢層の高い集まりですが勉強させていただきま

お土産全員分買うことができませんでしたのでスマ

す。

イルします。

○堀川貴史君
台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典にご出席いただ

●外部卓話（西川尚希君）

いた皆さま、大変お疲れさまでした。ご同行できず申

「e スポーツについて」

し訳ありませんでした。また、藤木正幸会員もおめで

今井敏昭様・中嶋優諭様（再春館システム株式会社）

とうございます。尚、次回例会よりクールビズといた
します。よろしくお願いいたします。
○野口泰則君
台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典にご参加の皆さ
ま、大変ご苦労様でした。私は国際奉仕委員長なので
すが、皆よく頑張って下さり、また、夜な夜なご活躍
され、何もすることがありませんでした。とても楽な
委員長でした。今後も国際奉仕委員会、姉妹クラブ委
員会をよろしくお願いいたします。
○漆島典和君・古財良一君・告坂和紀君
台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典に出席された皆
さま、大変お疲れさまでした。地震もあり、無事帰え
ることができ、本当によかったと思います。台北大同
扶輪社メンバーの厚い友情に感謝してスマイルしま
す。パスポートは大事にしましょう。古財さん、故宮
博物館は何回行ってもいいですね。
○久峨章義君・後藤

博君・井上雄一朗君・大澤淳二君

藤木君の御船町長 2 期目の当選おめでとうございます。
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◆4/18（木）姉妹クラブ締結式 in 台北

◆4/18（木）台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典・祝
賀会 in 台北

✩告坂和紀会員、ご結婚おめでとうございます✩
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