5/5（日・祝）地区 RA 家族清掃活動より。ご参加の皆さん、お疲れさまでした！
より
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たかお）会員です。西部ガスさんには RAC の活動やその
他の奉仕活動に会社ぐるみで協力、応援を頂いており感

会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。令和になって初めての例会と
なります。初の 10 連休というものを間に挟みましたの

謝しきれないほどですが、引き続きのご協力をお願い致
します。

で 3 週間ぶりという事になりますが、皆さんいかがお

この 3 週間で色々なことがありました。4 月 23 日には

過ごしになられたでしょうか？うちは社内での事務所

冒頭で黙祷を捧げました杉田会員がご逝去されました。

の引っ越しを 2 日までやりましたので 4 連休だけでし

私が生まれる前の昭和 39 年に当クラブにご入会されて

た。結局まだ完全には終わっておりませんが。

おりますのでロータリー歴は 54 年を超えます。当然な

本日の卓話者のご紹介をさせて頂きます。本日は月

がら歴代会長も務められ、当クラブのご意見番的存在で

間テーマ卓話になりますが、5 月は青少年奉仕月間とい

困ったときに正しい道を示して頂けるような方でした。

う事ですので、熊本城東 RC 会員で次年度 2720 地区青

本当に寂しくて悲しいですが、残った我々がしっかりロ

少年交換委員長の岡崎利昭（おかざき

ータリー活動をしていくことが一番の供養になるのだ

としあき）様、

人吉中央 RC 村田優子様にお願いをしております。どう
ぞ宜しくお願い致します。

ろうと思います。心からご冥福をお祈りいたします。
5 月 5 日は、今月のテーマ青少年奉仕月間に基づき、

そして本日より新たな仲間が加わります。西部ガス

ローターアクトが中心となりロータリーファミリーに

㈱金井会員の後任となられます木下貴夫（きのした

よる家族清掃活動が行われました。今年は特に 10 連休
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ということもあり、例年より若干参加が少なかったよう

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

に思います。特に当クラブの RAC からは中川さんが生後

[変更前] 5 月 28 日（火）12：30～

2 か月の赤ちゃんを連れて参加されただけでしたのでち

[変更後] 5 月 28 日（火）19：00～

ょっと残念でした。しかし国府高校 IAC が多数参加され

[場

たのと当クラブからも忙しい中、倉崎幹事、藤野会員、

○西 RC～定款に基づき休会

井上雅文会員はご家族で、古財会員、馬場会員は社員さ

[日

んも連れてご参加いただきありがとうございました。な

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

んだかんだ言ってもオレンジ色のジャンパーが一番多

[日

くて、さすがは南という感じで誇らしかったです。ご参

○江南 RC～定款に基づき休会

加の皆様お疲れさまでした。

[日

それと忘れてならないのが 28 日の告坂会員の結婚披

所] 松屋本館
程] 5 月 28 日（火）12：30～
程] 5 月 29 日（水）12：30～
程] 5 月 29 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

露宴でした。入場からすでに泣いている新郎を見たのは

[日

程] 5 月 29 日（水）12：30～

生まれて初めての事でした。恐らくこの先もないだろう

○りんどう RC～定款に基づき休会

と思います。来賓の祝辞を述べさせていただきましたが、

[日

漆島会員からは「なんかロータリアンみたいな挨拶で良

○菊南 RC～定款に基づき休会

かったよ」とお世辞でも言った頂きましたが、某会員か

[日

程] 5 月 30 日（木）13：00～
程] 6 月 12 日（水）12：30～

らはしりすぼみと言われてしまいました。本当はもう少
し話そうかと思っておりましたが、目の前に座っている

幹事報告（倉崎保広君）

方の早く飲ませろオーラがすごくてだいぶ短めました。

1.台北大同扶輪社より「創立 35 周年記念式典参加の御礼」

それでもあと１分短いならまだよかったけどと言われ

が届いております。

ました。後日新婚旅行先のギリシャからおそらく美術館

2.別府中央 RC より「創立 30 周年記念式典開催のご案内」

での、ポーズをとった男性の彫刻像が「喜讀さんを思い

が届いております。参加希望の方は申込書にご記入をお

出しました」といってメールで送られてきたのですが、

願いいたします。

いろんな部分の先が折れていてやるせない気持ちにな

3.姫路南 RC より 4 月週報が届いております。

りました。

4.本年度事業実績報告書（5/13クラブ協議会資料）の提

告坂会員も中折れして、心が折れてなければいいけど

出期限は本日となっています。未提出の委員長は提出

なあと心の中で思いました。これからは先輩メンバーを

をよろしくお願いいたします。

手本、もしくは反面教師として幸せになって頂ければと
思っております。

新入会員自己紹介

1回目（木下貴夫君）

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

６１名

３６名

60.00％

７７.９７％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

氏名：木下貴夫（きのした
生年月日：昭和37年8月26日
出身：福岡県

欠席記録免除者 1名

勤務先：西部ガス株式会社
趣味：読書・美味しいものを食べること・スポーツ観戦

０名（会員数には含まれません）

推薦者：喜讀宣友君・倉崎保広君

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～
○西稜 RC～職場訪問のため日程場所変更
[変更前] 5 月 27 日（月）18：30～
[変更後] 5 月 28 日（火）
[場

たかお）君

所] 熊日博物館
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委員会報告

●スマイルボックス（告坂和紀君）

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

○岡崎利昭様（熊本城東 RC）

Ⅱ

地区青少年交換委員会で園田さんとご一緒させてい
ただいております、岡崎と申します。本日はお招きい
ただき誠にありがとうございます。貴クラブからも高
校生の青少年交換事業にご参加くだされば幸いです。
○村田優子様（人吉中央 RC）
皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より恒例の年

Ⅱ

本日初めて貴クラブ例会に参加させていただきま

祝いと、今回初の試みであります長崎親睦旅行のご案

す。ぜひ人吉中央 RC にも遊びにおいでください。

内です。多数のご参加をお待ちしております。

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君

（詳細は下記のとおり）

本日の卓話者、人吉中央 RC 村田優子様、熊本城東 RC

✩年祝祈願祭・親睦会✩

岡崎利昭様のご来訪を歓迎いたします。地区の事業で

【日

ある青少年交換留学のお話になります。素晴らしい事

時】

祈願祭：2019 年 6 月 3 日（月）
10：50 集合

業と聞いております。本日はよろしくお願いいたしま

11：00～神事

す。

親睦会：2019 年 6 月 3 日（月）18：30～
【場

○渕田俊郎君・高宮

所】

熊本城東 RC 岡崎様、人吉中央 RC 村田様のご来訪を

祈願祭：代継宮
【会

宏君・堀川貴史君

/

親睦会：松葉

費】出席 10,000 円

/

歓迎感謝してスマイルいたします。卓話よろしくお願

欠席 5,000 円

いいたします。

*お祝いを受けられる会員*
傘寿

高宮

古希

永井富士雄会員

○漆島典和君・古財良一君・玉田光識君・北口

宏会員

誠君

大津英敬君・柴本幸生君・告坂和紀君
木下貴夫会員の入会を歓迎してスマイルいたします。
○漆島典和君・馬場大介君・古財良一君・丸山浩之君

✩喜讀年度 長崎親睦旅行✩

北口

誠君・坂本幸樹君・告坂和紀君

【日

時】2019 年 6 月 17 日（月）～6 月 18 日（火）

5/4 に代継宮にて「曲水の宴」という歴史と伝統ある

【宿

泊】ホテル JAL シティ長崎

式典に参加させていただきました。特に丸山さんと私

【会

費】30,000 円～35,000 円（予定）

の長男が稚児役で雅な衣装を着させていただき、貴重
な経験をいたしました。漆島禰宜様ありがとうござい

［結婚祝］
田川憲生君
西川尚希君
山口 競君
坂本研一君
森本康文君
吉永彰一君

5.2
5.13
5.14
5.17
5.18
5.20

［誕生祝］
原 裕一君
5.11

ました。また、歌人で和歌を詠まれた野間元会員の美
しいこと。和歌の内容はまったく覚えていませんが、
ビジュアルは一生忘れません。ありがとうございまし
た。
○木下貴夫君
本日、伝統と歴史ある熊本南 RC に入会させていただ
きました。一生懸命活動してまいりますので、ご指導
のほどよろしくお願いします。
○寿崎

肇君

まだ確定しておりませんが、皆さまのお力添えで堀川
ガバナーが就任しそうです。私は熊本南 RC から少な
くとも 3 人の PG が常時存在すべきと思っています。
人材に恵まれたクラブですから当然です。また、長い
間欠席しまして申し訳ありません。先日の告坂会員の
結婚披露宴は素晴らしいものでした。おめでとうござ
います。今年は中学生バドミントン大会がお休みで残
念です。
○沼野修一君
木下貴夫さんの入会を歓迎します。本日は所用のため
早退します。お詫びのスマイルです。
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○告坂和紀君

Ⅹ

先日の結婚式では多くの方にご列席いただきまして
ありがとうございました。両親も大変喜んでくれて、
親孝行ができたかなと感じております。その後新婚旅
行でギリシャに行きいっぱい楽しんできました。ギリ
シャからの帰りにモスクワでの飛行機事故を目の前
で目撃しましたが無事帰ってきました。結婚後もロー
タリー活動を頑張っていきたいと思いますので、今後
ともよろしくお願いいたします。皆さまに感謝してス
マイルいたします。
○木村弘訓君
社用のため早退します。お詫びのスマイルです。
●外部卓話（園田修司君）
「国際青少年交換事業について」
村田優子様（人吉中央 RC）
岡崎利昭様（熊本城東 RC）

◆5/5（日・祝）地区 RA 家族清掃活動

◆5/9（木）熊本南 RAC 例会

5 月 9 日熊本南 RAC 5 月第 1 回例会が開催されました。
メインプログラムは中嶋恭介会員（大和ハウス工業）
の担当でした。今月からの新たな年号にちなんで、平
成でのインパクトの強かった出来事と令和を迎えて
の抱負を参加者全員が発表し合いました。各々の個性
溢れる想いを聴く事ができ素敵な時間となりました。
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