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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。今日は席が満杯のようです。

それではご来訪者のご紹介からさせて頂きます。オハ

イエくまもと理事長の入部祥子（いりべ しょうこ）

様。後ほどご案内があるとのことですので宜しくお願

い致します。それから、はるばる京都 RCから小杉源一

郎（こすぎ げんいちろう）様。確か以前一度お越し

いただいたことがあるかと思います。そして、熊本東

南 RC 白木誠一（しらき せいいち）様。当クラブの例

会をお楽しみください。 

本日の卓話者のご紹介をさせて頂きます。今月は青

少年奉仕月間ということで前回に引き続き今回も月間

テーマ卓話で、熊本南 RAC 会長の村上慶輔（むらかみ 

けいすけ）君と副会長の出雲貴士（いずも たかし）

君にお願いしております。 

6/3  年祝い祈願祭・親睦会 

    ＠代継宮/松葉 

6/15 2019-20 地区会員増強セミナー 

    ＠中津教育福祉センター 

6/17 喜讀会長年度 長崎親睦旅行 

6/21 2019-20（次年度）RI第 2720地区

熊本第 4G 会長・幹事会 

    ＠ロシア料理 ボルガ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４回例会記録（通算第 2805 回）  

令和元（2019）年５月２０日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

入部祥子様（オハイエくまもと理事長） 

小杉源一郎様（京都 RC） 

白木誠一様（熊本東南 RC） 

村上慶輔君（熊本南 RAC会長） 

出雲貴士君（熊本南 RAC副会長） 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

本日の卓話、熊本南ローターアクトクラブ活動報告より 

より 

ローターアクトは、18 歳から 30 歳までという年齢制

限、卒業というものがありますので、我々ロータリアン

よりも会員の維持増強は大変だと思います。それに我々

より更に現場に近い第一線で働かれているので参加が

容易でないというのもうなずけます。そういうこともあ

って例会の日程も皆が集まれる最大公約数的な日にし

たりと試行錯誤、奮闘努力されているなあと思ってみて

おります。私もロータリー歴 13 年 7 か月の中でまだ 2

回しかアクトの例会に参加したことがなく、あまり大き

なことは言えないのですが、今期もう少し参加したかっ

たのですが、井上雅文委員長からの連絡が遅いのか、な

かなか予定が合いませんでした。長い目で見たら、例会

日は固定していった方が良いかなあと思います。色々苦

労があるかと思いますが、本日の卓話を宜しくお願い致

します。 

 

mailto:info@kumamoto-southrc.org
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先週末も会長・幹事はロータリー漬けだったように思い

ます。金曜は当クラブがホストで今期最後の市域の会

長・幹事会でしたので懇親会まで準備しましたが、他の

クラブの方からは「あの倉崎さんがこんなにうまく司会

をされるようになるなんて、南はすごいですね」とお褒

めの言葉を頂きました。その後、第 4グループで 2次会、

3 次会と行って盛り上がりました。2 次会ではうちのク

ラブの某メンバーと出くわしましたが。土曜は昨年の当

クラブ 60 周年に来ていただいたお礼も兼ねて、八代東

RCの 30周年に寿崎 PG、倉崎幹事と行ってきました。地

区内の色々なクラブの方、特に女性から「今日は堀川さ

んは？」と言われましたので、改めて地区では堀川会員

は人気があるのだなあと再認識しました。失礼しました。

「地区でも」ですかね。 

地区での堀川会員の人気ぶりをお伝えしまして本日

の会長報告に代えたいと思います。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 ４１名 68.33％    ７７.９７％ 

出席規定適用免除者 1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） 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.例会終了後、定例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。  

2.本日の第 6回クラブ協議会（現・新合同）は、19：00より（食

事 18：30～）ホテル日航熊本 5F 「天草」にて開催です。

ご参加の方はよろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○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  所] 熊日博物館 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 5 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 5 月 28 日（火）19：00～ 

[場  所] 松屋本館 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 28 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 29 日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 29 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 29 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 30 日（木）13：00～ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 10 日（月）12：30～ 

[変更後] 6 月 10 日（月）18：30～ 

[場  所] 料亭倶楽部 喜楽 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 12 日（水）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 19 日（水）12：30～ 

[変更後] 6 月 19 日（水）18：30～ 

[場  所] 料亭倶楽部 喜楽 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 19 日（水）12：30～ 

[変更後] 6 月 19 日（水）18：30～ 

[場  所] UNI 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 24 日（月）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 26 日（水）18：30～ 

 

定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.鬼木幹生様の入会について 

⇒承認されました。 

2.網川 久様の入会について 

⇒承認されました。 

3.鎌田 剛会員の退会について 

⇒承認されました。 

4.インドネシア バリ マンダラ校教育支援について 

⇒戦略計画委員会にて協議。 

 

新入会員自己紹介 3回目（寺本光秀君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。3 回目の自己紹介です。私は矢

沢永吉の大ファンです。今年 70 歳になられるせいか、

なかなか九州でライブが開催されませんでしたが、今年

11月 23日、24日にマリンメッセでライブがございます。

最近一番うれしかったことです。熊本南 RC のイベント

等で歌う機会がありましたら、ぜひ永ちゃんの歌でも歌

いたいなと思っています。今後ともよろしくお願いいた

します。 
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新入会員自己紹介 2回目（木下貴夫君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。私は昭和37年生まれの今年57歳、

北九州市戸畑出身です。血液型は B 型、高校まで地元で

大学は宮崎大学に進学、その後、九州工業大学大学院へ

進み、西部ガスに就職しました。また学生時代は剣道を

しておりました。就職してからはずっと技術系でしたの

で、3年前の熊本地震の際には約1ヶ月間熊本支社で復旧

活動を行っていました。その際は皆さまに大変ご迷惑を

おかけしました。今後も安心・安定供給を心がけて参り

たいと思います。また家族についてですが、妻と長男、

長女の4人です。妻の親族が熊本出身で、義理の叔父が

今熊本大学で教授をしていますので、熊本には縁がある

と感じています。長女は今年から地元北九州で教員をし

ています。長男は障害があるのですが、障害児を持った

ことで分かることが多々あります。仕事や今後のロータ

リー活動にも活かしていきたいと思っています。 

 

委員会報告 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。本日は、当クラブで支援して

おります、オハイエくまもとの入部祥子理事長より、

音楽祭のお礼及び 6月 2日（日）に開催されますオハ

イエくまもと設立 10 周年記念コンサートのご案内が

ございます。ぜひ多数のご参加をお待ちしております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

  

 

 

 

 

今月も半ばを過ぎましたが、今月は青少年奉仕月間

です。 

 それに関連して、横書 7 頁から 13 頁にかけて「地域

に合わせた青少年奉仕のあり方」と題する特集が組ま

れております。当地区関係ですが、21頁からはガバナ

ーのロータリーモメントの記事として、24頁に髙山泰

四郎ガバナーの寄稿が載っています。 

  縦書で、25 頁に大分キャピタル RC による中高生対

象のプレゼンテーション力養成講座の記事が掲載さ

れています。今月は以上となります。 

 

■2019-20（次年度）姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より、

短期青少年交換留学事業のご案内です。次年度は受け

入れ年度となりますが、今回台北より3～5名の留学生

が来熊予定です。まずはホストファミリーの募集を行

いたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。尚日程は、8月1日（木）～8月6日（火）

の予定です。詳細が決定次第ご案内させていただきま

す。子供たちはもちろんですが、ご家族の皆さんにも

よい経験、思い出になると思います。多数のご応募を

お待ちしております。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○小杉源一郎様（京都 RC） Ⅱ 

 メーキャップで参りました。よろしくお願いします。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大澤淳二君・坂本研一君 

 当クラブへの来訪者、オハイエくまもとの入部様、京

都 RC 小杉様、熊本東南 RC 白木様、熊本南 RAC 村上

会長、出雲副会長のご来訪を歓迎いたします。 

○渕田俊郎君・堀川貴史君・園田修司君 

 オハイエくまもとの入部様のご来訪を心より歓迎い

たします。 

○井上雅文君 

 卓話者の熊本南 RAC 村上会長、出雲副会長のご来訪を

歓迎します。活動報告の発表頑張ってください。楽し

みにしています。 
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○木下貴夫君 

 熊本南 RAC 村上会長、出雲副会長の卓話に期待してス

マイルします。出雲副会長は西部ガスのイケメン営業

マンです。皆さま、よろしくお願いします。 

○堀川貴史君 

 SAA になって初めて席が足りません。うれしい悲鳴で

す。今後も皆さま例会に出席をよろしくお願いいたし

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。 

 

●月間テーマ卓話（井上雅文君） 

「熊本南 RAC活動報告について」 

    村上慶輔君・出雲貴士君（熊本南 RAC） 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/3  外部卓話 西本真一様（瑠璃紺） 

6/10 調整中 

6/17 常任委員長退任挨拶 

6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

 

 


