池﨑龍彦君の新入会員卓話「キャッシュレス決済の現状」より
より
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年祝い祈願祭・親睦会
＠代継宮/松葉
2019-20 地区会員増強セミナー
＠中津教育福祉センター
喜讀会長年度 長崎親睦旅行
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

会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話者のご紹介をさせ
て頂きます。本日は、新入会員卓話という事で熊本中
央信用金庫 常務理事の池崎龍彦（いけざき

詫びをしておきますので次年度で宜しくお願い致しま
す。

たつひ

それでは前回理事会の報告をさせて頂きます。新入会

こ）会員にお願いしております。10 月 1 日にインフォ

者の件、一人目が損保ジャパン日本興亞（株）熊本支店

メーションをしておりますので、約 8 か月もお待たせ

の野間会員の後任となられます鬼木幹生（おにき

しましたので、だいぶ内容も温められているかと思い

お）会員、もう一人が（有）ビーエス広告社の網川

ますので期待しております。本日の卓話のタイトルが

（あみかわ

みき
久

ひさし）会員です。

「キャッシュレス決済の現状」ということで楽しみに

一週間の回覧を経て無事承認されました。網川会員が

しております。私も時々ヤフオクドームに野球を観に

6 月 10 日から、鬼木会員は 24 日からとなりますので皆

行った時などに、生ビールを Pay Pay でお得に購入し

様宜しくお願い致します。網川会員は、会社が宇城とい

たりしております。新入会員卓話に関しては、毎年、

う事ですので、宇城 RC 事務局に連絡したうえで会長幹

前年度からの積み残しあり、月間テーマ卓話あり、ガ

事に承認をもらっております。残念ですが、退会者の件

バナー公式訪問や家族例会など恒例のものもある中

で、鎌田会員が 6 月いっぱいで退会となりました。その

で、なるべく本年度の会員は本年度中にと思っており

他で、国際奉仕、世界社会奉仕委員会からインドネシア

ますが、何人かは次年度に繰り越しそうです。先にお

バリ島の高校の日本への留学生に対する寄付金の件、上

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

程されましたが、10 年やる事業として適当なのか、その

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

目的や今後の関わりなどもう少しみんなが分かって納

[変更前] 6 月 11 日（火）12：30～

得できる資料の提出をお願いして次回持ち越しとさせ

[変更後] 6 月 11 日（火）6：30～

て頂きました。それともう一点、野球部のクラブ公認に

[場

ついても、他クラブの状況や、年間の経費（クラブの負

○菊南 RC～定款に基づき休会

担）についての資料をそろえてということで次回持ち越

[日

しとさせていただきました。会員増強の件につきまして

○江南 RC～親睦会のため場所変更

は、もう 1 ヶ月しかありませんが、まだあと 1 ヶ月あり

[日

程] 6 月 12 日（水）12：30～

ますので、ぎりぎりまで全力を注いでいただきますよう

[場

所] 城見櫓

三角委員長はじめメンバー全員に宜しくお願い申し上

○りんどう RC～夜例会に時間変更

げます。

[変更前] 6 月 13 日（木）13：00～

先週、早々と最後のクラブ協議会で引継ぎをさせて頂

所] 県民総合運動公園
程] 6 月 12 日（水）12：30～

[変更後] 6 月 13 日（木）19：00～

きましたが、よくよく考えてみたら歴代会長会の方が先

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

で、次年度の会長方針の承認が要ったなあと後から思い

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～

ました。だから兄貴の方針が出てないのも当然だと思い

[変更後] 6 月 18 日（火）18：30～

ました。引継ぎとして、次年度は先に歴代会長会を行っ

[場

ていただくようお願いするとともに、各委員会の最終的

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更

な事業報告書を年度内に必ず提出して頂くことをお願

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～

いして本日の会長報告に代えさせて頂きます。

[変更後] 6 月 22 日（土）18：00～

本日も宜しくお願い致します。

所] トラットリアロッソ

○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～

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

４０名

66.67％

６５.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

[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～

欠席記録免除者 1名

[場

所] UNI

○城東 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 6 月 24 日（月）12：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
幹事報告（倉崎保広君）

[日

程] 6 月 24 日（月）18：30～

1.八代東 RC より「創立 30 周年記念式典及び祝賀会のお

[場

所] ホテル日航熊本 桃李

礼」が届いております。

○西 RC～定款に基づき休会

2.来週（6/3）年祝い祈願祭・親睦会の出欠回答は本日締め

[日

程] 6 月 25 日（火）12：30～

切りです。未回答の方は至急ご回答をお願いいたしま

○05福祉 RC～定款に基づき休会

す。

[日

程] 6 月 25 日（火）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
例会変更のお知らせ

[日

○りんどう RC～親睦会のため時間変更

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[変更前] 6 月 6 日（木）19：00～

[日

[変更後] 6 月 6 日（木）18：00～

○西南 RC～定款に基づき休会

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更

[日

[変更前] 6 月 10 日（月）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[変更後] 6 月 10 日（月）18：30～

[日

[場

所] 料亭倶楽部 喜楽

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6 月 10 日（月）18：30～

[場

所] 日本料理 おく村
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程] 6 月 26 日（水）12：30～
程] 6 月 26 日（水）18：30～
程] 6 月 27 日（木）12：30～
程] 6 月 27 日（木）13：00～

新入会員自己紹介

3回目（木下貴夫君）

●新入会員卓話（告坂和紀君）
「キャッシュレス決済の現状」
池﨑龍彦君

皆さま、こんにちは。3 回目の自己紹介は趣味につい
てお話したいと思います。私は本を読んだり、また家内
が登山やウォーキングが好きですので九重へは毎月行
っています。先々週、こちらの元会員で私の前々任でし
た工藤に本社で会ったのですが、すごいなと思ったのが、
趣味でトランペットや俳句、また、自転車で九州を廻っ
て温泉に入り、その場で知り合った方々と仲良くなると
いう旅をしていると話していました。あと、ゴルフは管
理職になってから始めましたので、たいして上手くはな
いですが、コンペ等ありましたらぜひ参加したいと思い
ます。仕事に関してですが、先ほどお話しました工藤が
社長を務める西部ガスリビングがキャッスル近くにホ
テルを建設中です。7 月 1 日オープン予定ですので、会
社等で宿泊施設をご利用の際は PR していただけますと
幸いです。また、当社は野球部がございまして、先週土
曜から都市対抗野球予選会が始まっています。熊本はホ
ンダやゴールデンラークスが強く順当に勝ちましたが、
我々西部ガスは JR 九州に負けまして、敗者復活で 5 連
勝しなければいけないという厳しい状況です。なんとか
熊本のチームとともに勝ち進んでもらえたらと思いま
す。熊本にもだいぶ慣れてきまして、これから仕事もロ
ータリー活動も頑張っていきたいと思っています。今後
ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
委員会報告
ございません
●スマイルボックス（告坂和紀君）

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君
本日の卓話者、池﨑龍彦会員に心から感謝します。
○後藤

博君・野口泰則君・沼野修一君・林田公治君

本日の卓話者、池﨑さんに感謝しスマイルします。ゴ
ルフ以外の話大丈夫ですか？心配で 3 日間眠れません
でした。追伸、野口さんが 1 億融資して欲しいそうで
す。
○堀川貴史君
所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
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た。彼女にとって、ロータリーの青少年交換学生とし
て日本で得た経験は、第二次大戦後の日米間の和解に
ついて深く考えるきっかけとなりました。「敵対して
いた人たちが平和の架け橋を築いていることが強く
印象に残った」と、彼女は振り返ります。それから 20
年以上が経ち、テレビのジャーナリストとなったクー
ンさんは、公共問題に関するフォーラムを開いている
団体 Commonwealth Club of California から、あるイ
ベントの司会を頼まれました。そのイベントは、ダイ
アナ妃の最後の人道ミッション（1997 年）に付き添っ
たジェリー・ホワイト氏を紹介するというものでした。
当時はダイアナ妃の死亡事故が起きた直後で、地雷を
撤去するそのミッションは、クーンさんに強いインス
ピレーションを与えていました。その晩、彼女は次の
ような言葉とともに乾杯の音頭を取りました。「地雷
原がフルーツ畑に変わりますように！」そのアイデア
を実現することに決めたクーンさんは、非営利団
体 Roots of Peace（平和の根）を創設。同団体は、
今日までに何十万もの地雷や危険な軍事品の撤去に
取り組み、生まれ変わった大地を果樹園に変えてきま
した。Roots of Peace は、アフガニスタン、カブール
北部のショマリ平原でも大地を回復させています。か
つて豊かな農地だったショマリ平原は、タリバーンに
よって樹木が焼き払われ、地雷の地と化しました。
2003 年からは、同団体によって農作物の生産者とイン
ドのスーパーマーケットチェーンをつなぐ取り組み
が行われています。また、サンフランシスコ・ロータ
リークラブ（米国カリフォルニア州）とバンコク・ク
ローントゥーイ・ロータリークラブ（タイ）とのパー
トナーシップを通じて 197,000 ドルのグローバル補助
金を受領し、ベトナムのクアンチ省でも地雷を撤去し、
黒胡椒の木とタロイモを植えました。さらに、農家が
作物を市場に売り出す支援も行っています。クーンさ
んは 2018 年、自身の夫で Roots of Reace のパートナ
ーでもあるゲイリー・クーンさんと共にアフガニスタ
ンを訪れました。よみがえった果樹園を視察し、帰り
は収穫された果物と一緒に貨物機で母国に戻りまし
た。「強烈なインスピレーションを受けた旅。夢が現
実となった人生最高のひとときでした」とクーンさん。

【例会予定】

「それは私たち夫婦だけでなく、世界中の農家とその

6/10 会員卓話 大澤淳二君・調整中

家族にとっても同じだと思います」

6/17 常任委員長退任挨拶
6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶
◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「地雷原をフルーツ畑に」
ハイディ・クーンさん（サンフランシスコ・ロータリ
ークラブ会員）が宇都宮市（栃木）を訪れたのは 1975
年、ベトナム戦争が終わってから数カ月後のことでし
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