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会長報告（喜讀宣友君）

興証券株式会社の斉藤

淳（さいとう

じゅん）会員で

皆さま、こんにちは。いよいよ本日を入れてあと 3

す。昨年の 12 月には、JP モルガン・アセット・マネジ

回となりました。本当にここまであっという間だった

メント株式会社西日本支店 支店長の栗本佳則（くりも

感じがしております。

と

よしのり）様をゲストで紹介いただき、「来年の展

それでは、ご来訪者の紹介をさせて頂きます。長年

望」すなわち今年の展望について語って頂きました。そ

当クラブにご功績のありました、故杉田会員の令夫人

の時の検証も含めて本日は、市場環境についてお話しい

成（せい）様にお越し頂きました。後ほど、ご会葬の

ただけるのかなと思っております。宜しくお願い致しま

お礼という事でお言葉を頂きます。宜しくお願い致し

す。

ます。また、杉田様からは、クラブの活動に役立てて

そしてうれしいニュースがあります。ここにきて新た

下さいという事でお心遣いを頂きました。心より感謝

な仲間が加わりました。有限会社ビーエス広告社の代表

申し上げます。

取締役 網川

久（あみかわ

ひさし）会員です。網川

次に、卓話者のご紹介をさせて頂きます。本日は 15

会員とは、JC 時代に一緒に活動しており、その時にだい

分ずつお二人にお願いしております。まず新入会員卓

ぶ餌をまいておいたので、何とか首を縦に振ってくれた

話で大澤淳二（おおさわ

のかなあと思っております。皆様宜しくお願い致しま

じゅんじ）会員。準備期間

がかなりあったのでだいぶ温まっていると思いますの

す。

で楽しみにしております。何とか時間内で納めて頂き

一つご報告があります。知っている方もおられるかと

ますようお願い致します。もうおひとかたは、SMBC 日

思います。私の隣の席が長らく空いておりますが、田川
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副会長は、4 月の日航の入社式の朝から緊急入院されて

例会変更のお知らせ

おります。先週、熊大病院にお見舞いに行ってきました。

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

一時は薬が効かなかったら確率 50％の外科手術も辞さ

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～

ない状況であったのが、5 回目のブドウ糖の投薬が効い

[変更後] 6 月 18 日（火）18：30～

て、それは避けられたと言われました。今は容体も落ち

[場

着いてリハビリ中ということで、おそらく 7 月中には退

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更

院できるのではないかとのことでした。退院したらぼち

[変更前] 6 月 18 日（火）12：30～

ぼちリハビリを兼ねて遊びに来ますので皆様によろし

[変更後] 6 月 22 日（土）18：00～

くお伝えくださいとのことです。

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

所] トラットリアロッソ

先週、本年度最後の公式行事 年祝いの会も、たくさ

[変更前] 6 月 19 日（水）12：30～

んの人にご参加いただき盛り上がりましたが、その中で

[変更後] 6 月 19 日（水）18：30～

ある方から外部卓話の方への謝辞が、要点がまとまって

[場

いて良いとお褒めの言葉をいただきました。おそらく中

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

学校の時に国語の先生から天声人語を 200 字内にまとめ

[変更前] 6 月 19 日（水）12：30～

なさいと言われたことを素直にやったからかなあと思

[変更後] 6 月 19 日（水）18：30～

います。でも今になって思うとなんで熊日の新生面では

[場

だめなのか。もしかしたら日教組系の先生だったのでは

○りんどう RC～夜例会に時間変更

とうがった見方をしてしまう自分はつくづくすれた大

[変更前] 6 月 20 日（木）13：00～

人になったなあと思います。

[変更後] 6 月 20 日（木）19：00～

ちなみに井上雅文会員からは、会長の話が滑った時は、

所] 料亭倶楽部 喜楽

所] UNI

○城東 RC～定款に基づき休会

自分がむりくり笑ってフォローしていますと、上からご

[日

指摘をいただきましたので、今後ともフォローを宜しく

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

お願いしまして、本日の会長報告に代えたいと思います。

[日

程] 6 月 24 日（月）18：30～

[場

所] ホテル日航熊本 桃李

本日も宜しくお願い致します。

程] 6 月 24 日（月）12：30～

○西 RC～定款に基づき休会
[日

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

６２名

４２名

68.85％

８８.３３％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

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

欠席記録免除者 1名

程] 6 月 26 日（水）12：30～

○平成 RC～親睦会のため場所変更

０名（会員数には含まれません）

[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
幹事報告（大津英敬君）

[日

1.地区インターアクトより、次年度地区海外研修についての

○西南 RC～定款に基づき休会

お知らせが届いております。

[日

2.大分キャピタル RC より「創立 20 周年記念式典・祝賀会・

程] 6 月 26 日（水）18：30～
程] 6 月 27 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

記念ミュージカルのご案内」が届いております。参加希望

[日

の方は申込書にご記入をお願いいたします。（再）

○中央 RC～定款に基づき休会

3.次回（6/17）例会は、卓話の時間を頂戴し今年度常任委

[日

員長退任挨拶を行います。 常任委員長の方はよろしくお
願いいたします。
4.例会終了後、「今年度定例理事会」及び「次年度臨時理
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。
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程] 6 月 27 日（木）13：00～
程] 6 月 28 日（金）12：30～

定例理事会報告（喜讀宣友君）

委員会報告

1.熊本南 RC 野球部のクラブ公認について

●雑誌委員会（雑賀庸泰君）

⇒予算（運営）状況を調査し、次年度で改めて協議。
2.歳祝い欠席者のメーキャップ充当について
⇒欠席者も会費負担となるので、メーキャップ充当可と
することを承認。
3.故 杉田辰彦様の香典返しについて
⇒スマイル会計へ入金。

皆さま、こんにちは。今月は、ロータリー親睦活動
月間です。

2019-20（次年度）臨時理事会報告（坂本研一君）

それに関連して、横書 8 頁から 15 頁にかけて「クラ

1.2019-20 年度予算案の承認について

ブ『広報力』 印象に残るロータリーのつくり方」と

⇒承認されました。

題する特集が組まれております。ロータリーの広報を

2.2019-20 年度年間行事計画（例会の振替）について

行う上で最も大切なのは、まず地域の話題となる奉仕

⇒執行部に一任することを承認。

活動を企画、実行すること、などのことが掲載されて
います。

杉田

成様挨拶

16 頁から 19 頁にかけて、今年 4 月にアメリカ・イリ
ノイ州で開催された国際ロータリー（RI）2019 年規定
審議会の模様が掲載されています。規定の改廃につき、
後ほど各自ご確認ください。
20 頁から 23 頁にかけて、連載記事の米山梅吉に関す
る記事が掲載されています。関連して、26 から 27 頁

皆さま、こんにちは。杉田辰彦の葬儀には多数の方に

に米山学友会の記事があります。なお、縦書きの 9 頁

ご会葬また弔電を賜り心より御礼申し上げます。今日が

以降にも関連記事があります。

ちょうど四十九日になりますので、誠に勝手ながら例会

縦書きですが、30 頁に天草中央ロータリークラブ主催

にお邪魔させていただきました。長いロータリアン人生

のボッチャ教室、体験試合の模様が紹介されています。

を送ることができ幸せだったと思います。本当にありが

今月は以上となります。

とうございました。
●スマイルボックス（告坂和紀君）
新入会員自己紹介 1回目（網川

久君）

○喜讀宣友君・桑原幸雄君・坂本研一君・西川尚希君
まず、杉田

成様、本日は例会にお越しいただきあり

がとうございます。新入会員の網川

久さん、入会お

めでとうございます。また、本日の卓話者 大澤淳二
会員、斉藤

淳会員の卓話を楽しみにしています。

○倉崎保広君・渕田俊郎君・永井富士雄君・原
氏名：網川

久（あみかわ

ひさし）君

裕一君

井上雅文君

生年月日：昭和49年1月10日

網川

出身：熊本県

は、熊本青年会議所の活動や野球部などでご一緒させ

勤務先：有限会社ビーエス広告社

ていただきました。ともに楽しいロータリー活動がで

趣味：スポーツ観戦・車・バイク

きますよう祈念してスマイルいたします。また、当ク

推薦者：喜讀宣友君・倉崎保広君

久さんのご入会を歓迎いたします。網川さんと

ラブへの来訪者 杉田

成様を歓迎いたします。

○漆島典和君・古財良一君・園田修司君・三角雄介君
大津英敬君・森本康文君・告坂和紀君
故 杉田辰彦会員のご冥福を心よりお祈りいたします。
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●会員卓話（西川尚希君）

【例会予定】

○「健康増進法 飲食店の受動喫煙対策について」

6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶

大澤淳二君

7/1

会長・副会長・幹事就任挨拶

7/8

常任委員長就任挨拶

7/15 祝日のため休会
7/22 調整中
7/29 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
■RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「2020‐21 年度国際ロータリー会長にホルガー・クナ
ーク氏が選ばれる」
ホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・
ラウエンブルグ・メリン・ロータリークラブ会員）が
2020-21 年 度 国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 に 選 出 さ れ ま し
た。 会長指名委員会は、スシル・グプタ氏が健康上
の理由で先月会長ノミニーを辞任したことに伴い、再
度会長ノミニーの選考を行いました。対抗候補者の氏
名が提出されない限り、クナーク氏は 5 月 31 日に正
式に会長ノミニーとなります。クナーク氏は、会員基
盤を強化するためにはロータリーが女性会員数を増
やし、ローターアクターのロータリークラブへの移行
に焦点を当てる必要があると話します。「優秀なロー
ターアクターが大勢いるにも関わらず、ロータリーク
ラブに入会するのはほんのわずかです」とクナーク氏。
ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペーンは、
ロータリーが公共認識を高める上での新しい可能性

○「現在のマーケット環境について」
斉藤

をもたらすとクナーク氏は話します。「それぞれの地

淳君

域性や文化を尊重しつつ、ロータリーの国際的なイメ
ージを伝えるのに最適なキャンペーンです」 1992 年
にロータリーに入会したクナーク氏は、ロータリーの
財務長、理事、モデレーター、各種委員会の委員や委
員長、規定審議会代表議員、ゾーンコーディネーター、
研修リーダー地区ガバナーを歴任したほか、恒久基金
／大口寄付アドバイザー、2019 年ハンブルグ国際大会
ホスト組織委員会の共同委員長でもあります。不動産
業を営む「Knaack KG」の CEO であり、125 年続く家族
事業の「Knaack Enterprises」のパートナー兼ゼネラ
ルマネジャーを務めました。地域社会では、ラッツェ
ブルク市市民財団の創設メンバーで、Gut Grambek ゴ

◆6/6（木）IAC・RAC 委員会現・新合同 IM＠熊本味処 鹽

ルフクラブの会長を務めた経験もあります。さらに、
カール・アダム財団の会長で創設者です。スザンヌ夫
人とともに、ロータリー財団のメジャードナーで、遺
贈友の会のメンバーです。
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