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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。泣いても笑ってもあと 2 回となりま

した。本日のご来訪者をご紹介させていただきます。国際ロ

ータリー第 2720 地区熊本第 4 グループ 本年度ガバナー補佐 

熊本中央 RC 上原大助（うえはら だいすけ）様、同じくガ

バナー補佐幹事 熊本中央 RC 長田浩志（ながた ひろし）様、

そして次年度のガバナー補佐 熊本西 RC 出田晴彦（いでた 

はるひこ）様にお越し頂きました。いよいよ次年度にバトン

を渡す、まさにその時が来たなという思いです。後ほどそれ

ぞれご挨拶をいただきますので宜しくお願い致します。特に

本年度上原ガバナー補佐には第 4 グループをしっかりまとめ

て頂きましたことに感謝を申し上げます。今年の第 4 グルー

プの会長幹事は酒好きが多かったからなのか、非常に仲が良

くてまとまっていたように思います。恐らくこの流れで次々
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第３８回例会記録（通算第 2809 回）  

令和元（2019）年６月１７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 

上原大助様 

（2018-19熊本第 4Gガバナー補佐） 

長田浩志様 

（2018-19熊本第 4Gガバナー補佐幹事） 

出田晴彦様 

（2019-20熊本第 4Gガバナー補佐） 

 

www.kumamoto-southrc.org 

6/17～ 6/18 長崎親睦旅行より。参加の皆さんお疲れさまでした！ 

年度 熊本江南 RCの田中会長が地区幹事をされる時は、何かお

手伝いをしなくてはならないのかなあと思っております。  

それでは卓話者のご紹介ですが、本日は、常任委員長の退任

挨拶となっております。会員維持増強 三角委員長、クラブ広

報 園田委員長、クラブ管理運営 北口委員長、奉仕プロジェク

ト 坂本研一委員長。それぞれの委員長さんには本年度の役を

しっかり演じて頂き、感謝しかありません。持ち時間が短いの

で、次回例会の退任挨拶は田川副会長が入院中で、私と倉崎幹

事だけですので R 財団の告坂委員長には今期の大とりに回っ

て頂きましたので、しっかり思いの丈を吐き出して頂ければと

思っております。宜しくお願い致します。 

では、前回の本年度最後の理事会報告をさせて頂きます。一

点目が前回持ち越しとなりました野球部のクラブ公認の件で

すが、出された時期がちょっと悪くて、次年度予算編成の時期

で、ホテルから値上げの要請が来ていることもあり、もう少し

他クラブの状況等調査分析をしてからという条件のもと、賛成 
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に肯定的な次年度持ち越し案件とさせていただきました。もう

一点が、年祝いの会では欠席者からもお祝いという形でご負担

いただいておりますので、各種大会の全員登録と同様に遡って

出席扱いとすることが、決議されました。 

毎年、建設業界では、7月 1日からの 1週間を全国安全週間

とし、6月を準備月間とする関係で 6月に安全大会を開催しま

す。私の所属する（一社）熊本県解体工事業協会も先週 12 日

の水曜日に開催しました。今年の全国安全週間のスローガンは、

「新たな時代に ＰＤＣＡ みんなで築こう ゼロ災職場」とい

うものです。この中のＰＤＣＡとは、Ｐｌａｎ Ｄｏ Ｃｈｅｃ

ｋ Ａｃｔｉｏｎ、計画 実行 評価 改善というサイクルで、こ

れは現場の作業のみならず、色々な場面で使えるものだと思い

ます。うちのクラブでも、毎年Ｐｌａｎ Ｄｏまではしっかり

やりますが、Ｃｈｅｃｋ Ａｃｔｉｏｎは、あまりできていな

いような気がします。そこで本年度は事業実績報告書というも

のを作りました。まだ出していない方や、差し替えのある方は、

最終稿を本年度中に必ず出して頂くようお願い致します。熊本

南 RC が前年度より悪くなるのは論外ですが、同じサークルの

上を回り続けていてもダメです。毎年少しずつでもスパイラル

に向上発展し続けることが重要です。そのための記録として毎

年残していければと思っております。          

本日は例会終了後、歴代会長会が行われ、それから本年度一

番楽しみにしておりました長崎焼肉ツアーが待っております。

親睦活動 坂本幸樹委員長、西川会員には大変ご無理を言いま

すが、宜しくお願い致します。最後の打ち上げ的な要素が強い

ので新聞に載らない程度ではじけたいと思っております。今か

ら待ち遠しいですが、本日の例会も宜しくお願い致します。 

以上会長報告とさせていただきます。 

 

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 

６２名 ４１名 67.21％    １００.００％ 

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.例会終了後、熊日倶楽部にて「歴代会長会」を開催いたします。

歴代会長及び関係各位はご参加をお願いいたします。 

例会変更のお知らせ 

○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～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 17 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～勉強会のため時間場所変更 

[変更前] 7 月 24 日（水）12：30～ 

[変更後] 7 月 24 日（水）18：00～ 

[場  所] くまもと県民交流館 パレア 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（水）12：30～ 

 

熊本第4G 2018-19ガバナー補佐挨拶（上原大助様） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。今年度熊本第4G ガバナー補佐を務め

させていただきました上原です。皆さまには多大なるご協力を

いただき、心より感謝申し上げます。振り返ってみますと楽し

いことが多く、あっという間の1年間でした。今後は熊本中央

RC の一会員として、引き続きよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。 

 

熊本第4G 2018-19ガバナー補佐幹事挨拶（長田浩志様） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。今年度熊本第4G ガバナー補佐幹事を

務めさせていただきました長田です。熊本南 RCの皆さまには1

年間ご支援ご協力いただき、ありがとうございました。今後と

もよろしくお願い申し上げます。 
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熊本第4G 2019-20ガバナー補佐挨拶（出田晴彦様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度熊本第4G ガバナー補佐を務め

させていただきます出田です。皆さまには色々お世話になると

思います。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員自己紹介 2回目（網川 久君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。私は現在熊本市西区在住ですが、宇城

市で生まれ育ちました。会社も宇城市にございます。三角町立 

青海中学校というところを卒業したのですが、残念ながら合併

してなくなってしまいました。なにかの形で残したい気持ちが

あり、社名の「ビーエス広告社」は青海（Blue Sea）から付け

ています。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。本日出発の長崎親睦旅行につきまし

てお知らせです。14：00にホテル 1F車寄せより出発いたし

ます。ご参加の方は遅れのないよう、よろしくお願いいたし

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 8/1～

8/6 予定の短期青少年交換留学事業 ホストファミリー募集

のお知らせです。詳細は後ほどご案内いたします。ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○上原大助様・長田浩志様（熊本中央 RC）  

 本年度最後の例会出席となりました。喜讀会長、倉崎幹事様、

一年間お世話になりました。楽しい時間をありがとうござい

ました。 

○出田晴彦様（熊本西 RC） Ⅱ 

 次年度ガバナー補佐を務めさせていただきます出田晴彦で

す。7月から 1年間よろしくお願いします。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・坂本研一君・大津英敬君 

 本日のご来訪者 熊本中央 RC 上原大助様、長田浩志様、熊

本西 RC 出田晴彦様を歓迎します。当クラブ例会をお楽しみ

ください。特に学生時代、私と一緒にバンド活動をしていた

だいた長田浩志様、挨拶がわりに一曲お願いします。 

○漆島典和君・古財良一君・園田修司君・三角雄介君 

 北口 誠君・西川尚希君・森本康文君・告坂和紀君 

 本年度ガバナー補佐上原大助様、ガバナー補佐幹事 長田浩

志様、次年度ガバナー補佐 出田晴彦様のご来訪を心より歓

迎いたします。ありがとうございます。 

○西川尚希君 Ⅹ 

 弊社グループ会社の再春館バドミントンチームが、週末の全

日本実業団大会で優勝いたしました。7名の若い選手たち全

員で成し遂げることができました。また土曜に韓国で開催さ

れた e-スポーツ「Fighters Spirit 2019」のブレイブルー

部門で、我々グループで応援するルゲイム熊本の Monster君

が優勝、秋に開催される世界大会出場が決まりました。楽し

みです。最後に、親睦活動委員会の活動で長崎にある妻の実

家の焼肉屋まで御足労いただき、ありがとうございます。本

日ご参加の 15 名の皆さまと、準備いただいた坂本幸樹さん

に感謝のスマイルです。 

○寿崎 肇君 

 九州沖縄商業界ゼミナールが、6/18～19 別府で開催されま

す。お時間がおありでしたらご参加ください。  

○久峨章義君 

 申し訳ありません、早退します。お詫びのスマイルです。 

○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。 

 

●常任委員長退任挨拶 

○会員維持増強委員長（三角雄介君） 

  

 

 

 

 

  本日現在の会員数が 62名で、今期目標 70名の目標達成に

は至りませんでした。新入会員を増やすとともに、退会会員

を減らす工夫も必要なので、親睦活動委員会等の他の委員会

との連携が必要であると感じています。 
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○クラブ広報委員長（園田修司君） 

  

 

 

 

 

広報委員会はロータリークラブや、熊本南ロータリークラ

ブについて対外的、対内的にアピールしていくことが主たる

目的になります。熊本南 RCの方々にイベントの内容を告知

したりすることが対内的な内容になります。具体的な活動内

容については週報の作成等になります。週報の作成について

はわかりやすく物事を伝えられるよう、写真撮影等に気を付

けておりました。また各委員会での活動等を知ってもらうた

めにも、フェイスブックに対しての投稿を歓迎します。対外

的な内容については、ロータリーの友への寄稿になります。

今年度は原委員長のご努力もあり、水球大会の模様を寄稿す

ることが出来ました。写真と 400文字程度の文章で寄稿でき

ますので、来年度からも積極的にしていただきたいと思って

おります。 

本年度やりたいと考えておりました、ロータリー用語解説

については時間の関係もあり出来ませんでしたが、入会歴の

浅い方も多くいらっしゃることもあり、必要なことだと思っ

ております。次年度委員長の雑賀会員に期待したいと思って

おります。一年間ご協力ありがとうございました。 

 

○クラブ管理運営委員長（北口 誠君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今年度、クラブ管理運営委員長とし

て、できる限り IMに参加することを目標として参りました。

各委員会の考えを聞き、次年度幹事として皆さまのお役に立

てるよう準備をしたつもりですが、勉強不足もあり未だ分か

らないことも多くございます。次年度は坂本研一会長をお支

えし、皆さまのご迷惑とならないよう頑張りたいと思います

ので、引き続きご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。1年間ありがとうございました。 

 

○奉仕プロジェクト委員長（坂本研一君） 

  

 

 

 

 

  奉仕プロジェクトは熊本南 RCの奉仕活動を応援する委員

会と認識しております。ちゃんと満足に応援できたか不安で

すし、奉仕活動の難しさを改めて認識しました。といいます

のも正解がいっぱい。不正解はなし。ということで、何が一

番相応しいかを解らないところが多かったです。各 IMも殆

ど参加させていただきやっと仲良くなれた気がします。 

 職業奉仕 河津委員長、TKU 様の職場訪問では「かたらん

ね」で曲水の宴の PR までさせていただきありがとうござい

ました。またゴルフクラブのヘッドカバーをいただき大事に

使わせていただいております。社会奉仕 吉永委員長なんで

すね。今日、知りました。裏で活躍いただいておったと思い

ます。古財副委員長とオハイエを毎年楽しくやらせていただ

きました。青少年奉仕 原委員長、水球大会での感動は昨日

のことのように思い出します。高校生達の「心から感謝して

いる」との言葉は忘れません。RAC井上雅文委員長、ロータ

リーとの関係が希薄になりつつある中、関係改善で尽力いた

だいたことありがたく思います。素面と一滴入ったギャップ

が井上さんの魅力です。IAC 古財委員長、子どものように純

粋なアイデアで驚かされます、IACのオハイエでの笑顔は忘

れられません。国際奉仕 野口委員長、タイプロジェクト終

了から 3 年、新しい国際奉仕の模索を現在もされています。

私も 3 回タイに連れていっていだきましたが子ども達の笑

顔が忘れられません。世界社会奉仕 山本円委員長、スケー

ルが大きいだけに簡単に決めることは難しくやりきった感

にはならなかったとは思いますが次年度に繋いで欲しいと

思います。姉妹クラブ 丸山委員長、台北大同扶輪社とのや

りとり、率先して自分から楽しむ姿は魅力的でした。R壽崎

奨学会 永井委員長、多くの国の学生を集めるため 9 月募集

でやってみましたが反省点も多かったと思います。やはりカ

ウンセラーとの関係を深くしていかないと外国人のルーズ

さだけが露呈される気がします。米山奨学会 馬場委員長、

今年度は休憩の 1 年でしたが次年度はそのエネルギーをフ

ルに活かし、馬車馬のように走り回られると思います。R財

団 告坂委員長、水球大会での地区補助金取得に尽力くださ

いました。力あるなと感じました。 

このような個性的な委員長のもと楽しく無事に終了しま

したこと心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

■6/17（月）～18（火）長崎親睦旅行 

  

  


