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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。早いもので 6 月、本年度最後

の月となりました。本日を入れてあと 4 回、リレーの

バトンの受け渡しゾーンにいよいよ入ってきた感じで

す。最後の最後でバトンを落とさないように、息切れ

しないように、しっかり渡したいと思っておりますし、

次年度の兄貴は間違って違う走者のバトンを受け取ら

ないようにお願い致します。 

それでは本日の卓話者のご紹介をさせて頂きます。

山口会員からのご紹介で、日本料理 瑠璃紺（るりこん）

店主の西本真一（にしもと しんいち）様です。今期

の外部卓話のとりを務めて頂きます。山口会員から卓

話者のプロフィールが来なかったので、こちらで勝手

に調べさせていただきましたが、違っていましたらす

みません。 

まず、店名の「瑠璃紺」というのを調べると、瑠璃

色がかった紺色の意味で深い紫みの青色とのこと。瑠
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来訪者紹介 

西本真一様（瑠璃紺） 
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6/3（月）歳祝い祈願祭＠代継宮より。おめでとうございます！ 

より 

璃色も濃い紫みの鮮やかな青色で、ラピスラズリを原料

とする青色顔料で出すそうです。ちなみに私の好きな紫

紺は、紺色がかった紫色だそうです。横道に逸れました

が、瑠璃紺さんはあの世界的に有名なミシュランガイド

で二つ星の評価を受けておられます。熊本では、新屋敷 

幸福論さんと、鮨の仙八さんくらいだったかと思いま

す。遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理と

いう評価ですので、私も料理を食べるのも、作るのも好

きなので是非一度お邪魔したいと思っております。本日

の卓話宜しくお願い致します。 

それと本日は御船町長の藤木会員が 2期目当選後初め

てお見えになられました。以前の会長報告で予言してい

た通りたくさんのスマイルをしていただいたようで、あ

りがとうございます。なかなかお忙しいようですが、

時々お顔を見せて頂ければと思っております。後ほど一

言お願い致します。 
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また、本日は年祝いということで例会前に代継宮にて参

拝をしてまいりました。高宮会員が傘寿、永井会員が古

希ということで、おめでとうございます。お二人とも本

当に若々しくてびっくりします。古来稀なりも、今では

普通となっており、傘寿の高宮会員は夜の街でもまだま

だ現役バリバリなので尊敬に値しますし、自分もこうい

う年の取り方をしたいなあと常々思っております。夜の

年祝い親睦会も、逆にお二人の元気を頂きながら、楽し

い時間を過ごせればと思っております。当クラブもだい

ぶ若返って時々暴走しかけそうになりますので、お二人

にはご意見番としてクラブの防波堤となって頂きます

とともに、ますます元気で活躍され、長生きして頂くこ

とを祈念しまして本日の会長報告に代えたいと思いま

す。 

本日もどうぞ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 ３９名 65.00％    ８０.００％ 

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.大分キャピタル RC より「創立 20 周年記念式典・祝賀会・

記念ミュージカルのご案内」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。 

2.姫路南 RC より、5 月週報が届いております。 

3.本日の歳祝い親睦会は、18：30～松葉にて開催です。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 

○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 

○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 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 11 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 11 日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 12 日（水）12：30～ 

 

 

○江南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6 月 12 日（水）12：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 6 月 13 日（木）13：00～ 

[変更後] 6 月 13 日（木）19：00～ 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 18 日（火）18：30～ 

[場  所] トラットリアロッソ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 22 日（土）18：00～ 

○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～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6 月 24 日（月）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 桃李 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 25 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 25 日（火）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 26 日（水）12：30～ 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6 月 26 日（水）18：30～ 

[場  所] 味の波止場 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 26 日（水）18：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 28 日（金）12：30～ 
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藤木正幸君挨拶 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。久しぶりの例会出席です。4月

に行われました選挙では多くの方にご支援、ご協力いた

だきありがとうございました。お陰様をもちまして2期

目を賜りました。1期目の4年間は無我夢中の部分もあり

ましたが、ロータリー活動で学んだことが様々な面で活

かされたように思います。2期目は「ワクワクするよう

な御船町」にしていきたいと思っておりますので、今後

ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（森本康文君） 

 ［誕生祝］        ［結婚祝］ 

岡本直樹君   6.2         山本 円君   6.6 

玉田光識君   6.13      倉崎保広君   6.15 

齊藤直信君   6.18      原 裕一君   6.17 

久峨章義君   6.18      田中裕司君   6.20 

田中裕司君   6.20      桑原幸雄君   6.27 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君 

 西川尚希君・山口 競君 

 本日年祝いを迎えられた高宮 宏会員、永井富士雄会

員おめでとうございます。また、本日の卓話者 瑠璃

紺の西本真一様、熊本でミシュラン二つ星を獲得され

ている素晴らしいお店とお料理の話をじっくりお聞

かせください。大変楽しみにしております。 

○藤木正幸君 Ⅹ 

 先の統一地方選挙において、無事 2期目の町制を預か

ることができました！！皆さまに感謝いたします。 

○高宮 宏君 Ⅱ・永井富士雄君 Ⅱ 

 本日、年祝いを迎えました。代継宮での祈願祭に漆島

会員及び参加いただいた会員の皆さま、ありがとうご

ざいました。令和元年の年祝いです。これからも健康

に留意して頑張ります。 

○寿崎 肇君 

 年祝いの方々おめでとうございます。代継宮での祈願

祭の帰りは喜讀会長の車に乗せていただきありがと

うございました。私が代継宮で助けられたのは、昭和

40 年代当時は本荘の会社の向かい側にあり、悩みがあ

りますとお参りしてご指示をいただいておりました。

代継宮のお陰であれほどの寿屋になりました。私にと

って命のご恩をいただいた神様です。今日はお参りさ

せていただき、感謝の言葉だけでは足りません。あり

がとうございます。 

○漆島典和君 

 本日は早朝より年祝い 傘寿の高宮 宏会員、古希の

永井富士雄会員、おめでとうございました。また、応

援団で参列されました会員の皆さまに感謝申し上げ

ます。皆さまの今後ますますのご多幸をお祈りいたし

ます。 

○井上雄一朗君 

 本日年祝いを迎えられた高宮 宏会員、永井富士雄会

員のこれからのご健康と益々のご活躍を祈念しスマ

イルさせていただきます。 

○久峨章義君 

 本日は業界の年祝いと重なっており、ロータリーの会

に出席できません。年祝いを迎えられた皆さま、おめ

でとうございます。親睦会に出席できませんので、お

詫びのスマイルをさせていただきます。 

○井上雅文君 

 先週末に母校、関西大学 OB の九州・広島・山口対抗

ゴルフ大会が佐賀にて開催され、私の所属する熊本県

支部が団体戦で 2連覇することができました。私のス

コアは貢献できませんでしたが、大変うれしかったの

でスマイルさせていただきます。 
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●外部卓話（山口 競君） 

「日本料理のお仕事」 

西本真一様（瑠璃紺） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

素材七分、腕三分。おいしい御飯に心温まるお料理。 

瑠璃紺では季節の食材を吟味した、日々の仕入に基づ

いたコース料理をお任せでご提供いたしております。

季節折々の旬を味わっていただきたいため、お料理が

日々異なります。アレルギー、苦手な食材については、

ご予約の際、遠慮なくお申し付けください。また、瑠

璃紺では器も楽しんでいただけるように、器にも気を

配っております。（日本料理 瑠璃紺 HPより） 

 

◆5/30（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/30（木）5 月第 2 回例会が開催されました。メイン

プログラムでは中嶋恭介会員（大和ハウス工業）によ

る会社組織の紹介とお仕事内容についてお話しされ

ました。日頃、自転車での営業活動をされるとの事で、

日焼けした精悍な顔が印象的でした。 

◆6/3（月）歳祝い祈願祭＠代継宮 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆6/3（月）歳祝い親睦会＠松葉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/17 常任委員長退任挨拶 

6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶 


