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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。この日が来ないかと思っていました

が、やっぱり来ました。今日が本年度最後の例会となります。

最後の最後に我々の仲間が増えました。野間会員の後任で損

害保険ジャパン日本興亜（株）熊本支店長の鬼木幹生（おに

き みきお）会員です。皆様宜しくお願い致します。今期会

員数目標 70 名に対し、新入会 10 名、退会者は今月末の 1名

を入れると 9名で、純増 1名の 62名となりました。私も含め

て皆で頑張ったつもりでしたが、力及ばずでした。恐らく力

を抜いていたら、マイナスだったのではと思うので、引き続

き次年度も頑張っていきましょう。 

本日の卓話は会長、幹事、そして本年度の主役、R財団 告

坂委員長の退任挨拶となります。告坂委員長におかれまして

は、1 週間でだいぶ内容が濃くなったのではないかと思いま

す。特に枕の部分が。もう一人主役がおりますけど。 

先週の月、火で行った長崎焼肉ツアー最高でした。約 2 名

は違うツアーだったようですが。企画して頂きました親睦活

7/14   2019-20（次年度）青少年奉仕

部門合同セミナー 

＠グランメッセ熊本 
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第３９回例会記録（通算第 2810 回）  

令和元（2019）年６月２４日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

2018-19 喜讀会長年度  執行部の皆さん、 1 年間お疲れさまでした！  

動坂本幸樹委員長、そして西川会員には、義理のご両親のご実

家にわがままで失礼なメンバーで押しかけて、最高のお肉を提

供して頂きまして本当にありがとうございました。最初のタン

から口の中でとろけておりました。是非もう一度行きたいで

す。今度は雑賀会員も一緒に。2名は違うツアーと言いました

が、告坂会員はイスラム教に改宗しての聖地巡礼ツアー。バス

の通路でアラーの神に向かってお祈りをされておられました。

夜、焼肉を食べなかったのは、恐らくラマダンだったのかなと

思っております。井上雅文会員は、保険のデモンストレーショ

ンツアーですね。見てはおりませんが、ホテルのチェックイン

の時に前のめりに倒れられ、ホテルの備品を壊した上に、目の

下を切られたようです。次の日、さっそく保険の手続きを取ら

れて、対人、対物ともにオッケーでしたと猛アピールされてい

ました。前回の会長報告で冗談のつもりで、新聞に載らない程

度でと言いましたが、危ないところでした。笑って話せること

に感謝して今期最後の会長報告とさせていただきます。 

本日も宜しくお願い致します。 
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幹事報告（倉崎保広君） 

1.地区事務所より「2019 年規定審議会 会議に関する報告書」が届

いております。 

2.熊本平成RCより「創立30周年記念式典ご出席の御礼」が届いて

おります。 

 

 

 

 

 

 

例会変更のお知らせ 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 7 月 11 日（木）19：30～ 

[場  所] 郷味 州さき 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 16 日（火）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～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 17 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 18 日（木）13：00～ 

○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 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 30 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（水）12：30～ 

 

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 

６３名 ４７名 77.05％    ８５.２５％ 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

ございません 

 

新入会員自己紹介 1回目（鬼木幹生君） 

 

 

 

 

 

氏名：鬼木幹生（おにき みきお）君 

生年月日：昭和38年9月25日 

出身：福岡県 

勤務先：損保ジャパン日本興亜株式会社熊本支店 

趣味：ランニング・ゴルフ 

推薦者：喜讀宣友君・倉崎保広君 

 

2019-20（次年度）会員維持増強委員会報告（原 裕一君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。6/15中津にて開催されました「2019-20

（次年度）地区会員増強セミナー」に参加いたしましたのでご

報告申し上げます。次年度地区の目標として、各クラブ純増1

名以上の地区会員数を2720名としています。会員数の減少が著

しい国が断トツで日本とのことで、新入会員を増やすのはもち

ろんですが、退会者を減らすよう、魅力あるクラブ作り、クラ

ブ内の活性化が求められています。 

 

2019-20（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。例会終了後、次年度姉妹クラブ委員会

IM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。 

 

●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・西川尚希君 

 坂本研一君 

 鬼木幹生様の入会を歓迎いたします。また、本日は喜讀会長

年度最終例会です。皆さまのおかげで 1年間無事終えること

ができそうです。ありがとうございました。感謝！！ 
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○堀川貴史君  

 鬼木幹生会員のご入会を心より歓迎いたします。また、長崎

旅行を企画してくれた坂本幸樹さん、受け入れの準備をして

いただいた西川さん、他同行いただいた皆さまに感謝いたし

ます。帰った翌日が人間ドックでしたが、案の定ボロボロの

結果でした。少し節制していきます。とりあえず楽しかった

のでスマイルします。 

○堀川貴史君 

 喜讀会長はじめ、執行部の皆さま、1年間お世話になりまし

た。おかげさまで楽しい 1年となりました。SAAも無事終わ

りそうです。最終例会は満席となりました。ありがとうござ

いました。執行部の皆さまへの感謝と、会員の皆さまのご協

力にスマイルいたします。 

○漆島典和君・古財良一君・北口 誠君・園田修司君  

河津延雄君・原 裕一君・丸山浩之君・永井富士雄君 

三角雄介君・坂本幸樹君・大津英敬君・森本康文君 

告坂和紀君 

喜讀会長、田川副会長、倉崎幹事はじめ執行部の皆さん、本

年度は大変お世話になりました。感謝のスマイルをいたしま

す。今日から熟睡してください。 

○喜讀宣友君 

 先週の長崎焼肉ツアー、大変楽しかったです。皆さんありが

とうございました。行きのバスの中で日本酒飲もうと言った

ことが悔やまれます。感謝と懺悔のスマイルです。 

○塚本 侃君  Ⅹ 

 6月 21日に初孫が生まれました。 

○鬼木幹生君  

 歴史と伝統のある熊本南ロータリークラブに入会させてい

ただき、ありがとうございます。これからどうぞよろしくお

願いします。 

○玉田光識君  

 この度、南九州税理士会熊本西支部の支部長を拝命しました。

どうぞ皆さまの正しい申告と納税のご協力をお願いします。

さっそく本日午後から会議が入っているため、喜讀会長、倉

崎幹事、告坂 R財団委員長の退任のお言葉を聞くことができ

ません。誠に申し訳ありません。1年間大変お疲れさまでし

た。 

 

本年度スマイル累計 ¥1,548,000 

✩皆さま、本年度スマイルのご協力誠にありがとうございまし

た！ 

 

 

 

 

 

 

 

●退任挨拶 

○R財団委員長（告坂和紀君） 

 

 

 

 

 

改めまして皆さま、こんにちは。今年度のロータリー財団

委員会の委員長をさせて戴きました告坂です。熊本南 RC に

入会させて戴いて 3 年が経ったところで初めて委員長の大

任を仰せつかったのがロータリー財団委員会でした。本年の

目標として地区補助金を水球大会の運用に利用出来るよう

にというのを目標としておりました。その為に年度が始まる

前に地区研修会に参加し、その後申し込みにあたる受給計画

書の提出をしましたところ、無事に地区に受け付けてもらう

ことが出来ました。計画書の提出にあたっては前任のロータ

リー財団委員長そして今年度の青少年奉仕委員長の原さん

には色々とアドバイスを戴き、大変お世話になりました。あ

りがとうございました。その後、水球大会が終わり、地区へ

報告書と送金依頼書を提出し、地区補助金として 169,560

円を受給することが出来ました。その他にはロータリー財団

委員会として活動は出来ませんでしたが、今年度の目標にし

ていた地区補助金の受給を無事に達成出来ましたことをご

報告させて戴きます。また今年度は同時にスマイル副委員長

として活動をさせて戴いておりましたが、残念ながら目標金

額を達成することが出来ず、申し訳ありませんでした。次年

度はスマイル委員長を仰せつからせて戴きましたので、次年

度は目標金額を達成することが出来るように頑張りたいと

思います。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

○幹事（倉崎保広君） 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。皆さまのお陰で無事に一年間、幹事

を務める事ができそうです。あと数日残っていますが先ずは、

ありがとうございました。当初に幹事を務めるに当たり改め

てロータリークラブについて知らない事、分からない事、勉

強させられる事が沢山ありました。今更ですが、私自身もロ

ータリーのテキスト等を取り出して 4つのテスト、ロータリ

ーの定義、ロータリーの目的などに目を通し、考え理解し勉

強し改めてロータリークラブの歴史、奥の深さ、また素晴ら

しさを感じました。そこで私なりに幹事の役割を考えました。

大きく分けて会長の補佐役、クラブの円滑な運営を行う事、

また各種大会や執念事業等に参加する 3 つが一番重要な役

割だと私は考えました。先ずは会長の補佐役が出来たかと言
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うと逆に会長の足を引っ張る事が多く各クラブの周年事業

や会議等に出席を忘れていた時に連絡を頂き途中から参加

した事が何回もありました。残念ながら補佐役としてはイマ

イチだったと思います。優しい会長で良かったです。余談で

すが喜讀会長が就任される時に約束した事が有りまして、私

が幹事年度は何でもハイと言って言う事は聞きますと約束

しました。その期間があと 1週間になりました、来週から喜

讀会長から喜讀と呼名も変えて上から目線で思いっきりぶ

ちかまして行きたいと思います。またクラブの円滑な運営は

事務局の東さんはじめ、大津副幹事、桑原福幹事の二人の優

秀な副幹事の助けを借りて今日まで来ました。逆に出来の悪

い幹事の私が 2 人の副幹事に上手に使われた感がありまし

たが、大きな問題もなく例会の進行、運営などスムーズに進

行したと思います。また、私自身が例会欠席など何回も有り

ましたが、その度に大津副幹事、桑原副幹事にはご迷惑掛け

ると共に大変お世話になり、お二人には一年間大変ありがと

うございました。3番目が各クラブの周年事業において参加

のお願いをしたところほとんどの方が快く承諾して頂きま

した。私も全てのクラブの周年事業には参加しましたが、昨

年度の創立 60 周年記念式典に出席して頂いた他クラブへの

義理を少しは果たせたのかと思います。他のクラブを避難す

るわけではないですが、数多くのクラブの周年事業に今期参

加しましたが私達の周年事業が他のクラブの周年事業より

遥かに素晴らしく、中身の濃い 60 周年式典だったと感じま

した。その中で他のクラブの方とお話する中で、各クラブの

様々な活動と比較しても、熊本南 RC は委員会数の多さや各

委員会の活動も活発で大変に優秀な事が解りました。私は熊

本南 RC の委員会活動が普通と考えていましたが、各委員長

が大変に素晴らしい委員会活動を頑張っていると思います。

幾つか例を挙げますと、私が世界で一番尊敬する、後藤先輩

率いる戦略計画委員会は他のクラブより、かなり抜きん出て

いまして他のクラブでは立ち上がってない、また立ち上げた

が進行してないクラブも沢山ありました、熊本南 RC では毎

年、何回も IM を重ね着々と具体的に目標に向かって進んで

いましたので鼻高でした。また親睦活動委員会では坂本幸樹

委員長が私の知る限りでは 1 泊の親睦旅行は初めてだと思

いますが、色々と諸問題もあったと思いますが、大変素晴ら

しい発案だったと思いました。色々と楽しい事業を計画して

頂き親睦活動を通してよりいっそう会員同士の絆と友情が

深まった 1年だったと思います。続いて青少年奉仕委員会の

原委員長はメイン事業の水球大会では素晴らしい企画、運営

を実施して頂きました。水球大会も毎回年を重ねるごとに企

画運営がバージョンアップしています。また水球の試合以外

でも時間の合間にも子供達にダンスのステージを作り発表

する場を設け、ここでも青少年奉仕活動ができていました。

各方面から見るものに楽しい、飽きない演出を提供して頂き

ました。色々と考えた素晴らしい水球大会だったと思います。

また広報委員会園田委員長を通し、水球大会を念願のロータ

リー情報紙に寄稿して頂きました。大変な作業があったと思

いますが、熊本南ロータリークラブの名前が全国に知れ渡り

ました。ありがとうございました。河津委員長率いる職業奉

仕委員会ですが、職場訪問に TKUの本社に伺わせて頂きまし

た。一般の人が入れない様な部屋や中継車の中など担当して

くださった人から詳しく説明をして頂きました。そして漆島

会員の代継宮曲水の宴の PR も合わせてテレビでして頂きま

した。これもロータリーの絆、友情だと思いす。またタレン

トさんと写真撮影や楽しい会話ができ、楽しい時間を提供し

て頂き最後にお土産まで頂きました。ありがとうございまし

た。最後に本年度は喜讀会長がクラブ協議会を 6回開催され

ました。皆さんにはお忙しい中に時間を使って頂きましたが、

2 カ月に一回行った結果、タイムリーに事業の説明、経緯、

経過などがわかりタイムラグが生じる事なく、きめ細やかな

会議が出来て細かい打ち合わせが出来たと思いました。その

結果、一年間各委員会の事業もスムーズに進み素晴らしい結

果が出たと思います。毎回例会に関わる委員会も数多く有り

お忙しい中、大変だったと思います。各委員会、各委員長の

お話は時間の都合上、全てはお話できませんが大変素晴らし

い各委員会の事業、運営が出来た一年だったと思います。最

後に私的な話も少し入りますが、台北大同扶輪社の創立 35

周年記念式典には皆さんお忙しい中にもかかわらず 30 名近

くのメンバーに参加頂きました。喜讀会長も面目躍如といっ

たところだったと思いたす。また、1泊 2日の強行軍で出席

して頂いたメンバーも何人も居ました、頭が下がると共にロ

ータリー愛を感じました、大変ありがとうございました。私

は家内と一緒に参加しました。家内に台湾の姉妹クラブの式

典があるので参加するか尋ねましたら意外に一緒に行くと

言いました。私の中では 200パーセント行かないと思ってい

ましたのでビックリすると共に言わなければよかったかな

と初めは思いましたが、井上雅文君はじめロータリアンの皆

さんとの台湾の夜の街を満喫することは出来ませんでした

けど、愛する家内と 3泊 4日間ずっと一緒に過ごす事ができ

大変楽しい時間を家内と共有することが出来ました。大きい

地震がありびっくりする事もありましたが、家内も大変楽し

いかったみたいで次はいつ行くのとか言って次回も行きた

いと張り切っています。裏を返すと台湾のロータリアンの皆

さんの接待、歓待等のお心遣いが大変素晴らしいものだった

と思います。私もロータリークラブでの台湾は初めてでした

が、行って見て台湾のクラブの大ファンになりました。また

機会があれば行きたいと思います。最後に、あと 1年間幹事

を務めたかったですが規約の都合上、今月で退任と言う事な

ので寂しいですがあきらめます。今期の重点目標は完全に達

成されませんでしたが、坂本会長・北口幹事年度に引継出来

る事はお願いすると共に来期のご活躍を期待しております。

一年間お世話になりました。 
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○会長（喜讀宣友君） 

  

 

 

 

   

皆さん、こんにちは。今日は、１年前の就任挨拶の時と同

じく野口パスト会長から頂いた赤い勝負ネクタイをしてま

いりました。あらためまして自己紹介から。ロータリー歴は

13 年と 7 か月、職業分類は、建物解体という事で熊本地震

の発災から 2年間は復旧・復興工事で忙しく、あまりロータ

リー活動ができませんでしたので、本年度は恩返しのつもり

で臨みました。先週の旅行の動画を流しっぱなしにして終わ

ろうかとも思いましたが、さすがにお昼の例会ではまずいか

と思ってそれはやめました。とは言うものの、何から話して

いいか分かりませんので、過去 38 回分の週報から思い出し

て今年度を振り返っていきたいと思います。 

  まず 7月 2日、記念すべき第１回目の例会。いきなり倉崎

幹事が欠席という前途多難な船出でした。ワールドカップサ

ッカー真只中で、日本が予選通過したこともあって、桑原、

大津両副幹事がスーパーサブとして 1 年間カバーしてくれ

るはずだから大丈夫、と言ったとおりの 1 年となりました。

2回目の会長報告では、今村直前会長の「三国志」に対抗す

るつもりはありません、とは言ったものの実は対抗して、勝

海舟、坂本龍馬、西郷隆盛のやりとりを引き合いに出して、

1年間鐘をしっかり大きく叩いて大きく響かせていきますと

言ってこれまでやってきた結果、ゴングがだいぶ変形してし

まいました。3回目は夫人の会ご招待日でしたが、当然なが

ら私の奥さんは来ておらず、入会当初、夫人の会に奥様が出

席できない人は会長にはなれないと聞いておりましたが、最

近はその辺が緩くなったおかげで会長になることができま

したと言っております。逆に最近は、奥様が出席できない人

がなるようになったのかなあと思ってしまう今日この頃で

す。4回目は臨時総会を開き、細則変更を行いました。理事

会メンバーを 16名から SAAを追加して 17名に。出席とみな

す時間を、例会の 60％から 50％に変更しております。これ

が今期一番の成果だったかなと思っております。そして、8

月 2日から 7日まで台湾に短期青少年交換留学生として 5人

送りだしております。私も同行させていただきましたが、相

変わらずの熱い歓迎を受けました。5 回目 8 月 20 日の例会

は交換留学生の報告会でしたが、皆すばらしい発表で、完全

に親を超えていると思いました。この日の会長報告は、故濱

田定勝会員が毎年この時期にされていた卓話の思い出をど

うにか皆に伝えようと今期一番気合を入れた気がします。 

この調子でいくと時間が足りませんので、ここからちょっ

と端折ります。10月 15日はガバナー公式訪問合同例会でし

たが、例会前に行なわれた会長・幹事との面談では高山ガバ

ナーの職業柄か、坂本研一エレクトとの仕事の話が多かった

気がしますが、活動計画書にびっしりと質問やメモが書かれ

ていて真面目な人柄がよく分かりました。堀川会員を交えた

夜の食事会、その後の懇親会では地区副幹事の甥っ子さん、

高山英一郎さんとは共通の音楽の趣味、ケツメイシで大いに

盛り上がりました。10月 21日アクアドームにて第 6回熊本

県水球競技大会を開催しております。今回は 50mプールが使

えるという事で、チーム数、試合数を増やしたり、熊本高校

ダンス同好会によるダンスパフォーマンスやチェリーブラ

ッサムさんによるチアリーディングなど非常に華やかで記

憶に残る大会になったと思っております。表彰式では、台本

通り、井上雅文会員がガラスの盾を落として割るという不手

際はありましたが、無事終わることができました。ロータリ

ーの友への投稿まで含めて原委員長にはしっかりやって頂

き、たいへん感謝しております。10月 22日は観月会を開催

しております。丸山会員による素晴らしいウイスキー講座も

途中からは騒々しくなって、ショットグラスタワーを倒す事

態となりました。台北大同扶輪社から頂いたカバランという

ウイスキーは後から聞いたらとんでもない度数だったよう

でそれが悲劇につながった原因なのかなと思います。私は次

の日朝早かったので二次会には行かずすぐ帰ったのですが、

後から、告坂会員が急性アルコール中毒になって救急車で運

ばれたと聞きました。今だから笑って話せますが、今期はぎ

りぎりでの綱渡りがけっこうあったなと思います。次年度坂

本研一会長は、危機管理はしっかりされると思いますが、お

気を付けください。11 月 16，17 日の地区大会を経て、11

月 19 日パレアでの本音で語り合う企業経営の勉強会では、

渕田会員に講師としてお話をしていただきました。これまで

の苦労話やためになる話を、時々ダジャレをはさみながら面

白おかしく話して頂きました。本当にありがとうございまし

た。11月 26日は会員ビジネス卓話で坂本研一兄貴と告坂会

員でしたが、週報の表紙は（株）九州クラフト工業の原田由

紀さんというきれいな方が飾っております。この日の会長報

告では、私が坂本研一会員の事を兄貴と呼ぶ理由をカミング

アウトしております。“Ｂｒｏｔｈｅｒ－ｉｎ－ｌａｗ”、義

理の兄貴になっていた方が良かったのかどうなのか、それは

4つのテストでも分かりません。12月 3日年次総会では、次

年度会長、理事、役員、会長ノミニー、会長デジグネイトま

で決まって半分肩の荷が下りたと書いておりますが、まさに

その通りで会長デジグネイトまで決めるようになってから

は、デジグネイト選出が一番の重要な仕事のような気がしま

す。玉田会員には、受けて頂いてありがとうございました。

そして宜しくお願い致します。後 2年ありますので準備を怠

りなく。その後の年忘れ家族会は、盛りだくさんの趣向で家

族、特に小さいお子さんたちには喜んで頂けたかなと思いま

す。ただ、写真の U.S.A サンタが何か物悲しいです。1 月 7

日松葉での新年会のオークションでは、だいぶ奮発しました

が、来年も頑張ります。1 月 23 日、ようやくロータリー情

報の玉田委員長に重い腰を上げて頂き、パレアにて入会 5
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年未満の会員を対象とした勉強会を開催して頂きました。ア

ドバイザーに堀川会員、馬場会員までは分かりますが、告坂

会員が入っているのには驚きましたが、ロータリー歴の浅い

会員にもかなり分かりやすい内容だったと思います。3月 24

日オハイエくまもと「第 10回 とっておきの音楽祭」。10回

という記念すべき回ということで当クラブを表彰して頂き

ましたが、オレンジのジャンパーを着た国府高校 IACの生徒

がきびきび動く様を見て誇らしく思いました。うちのクラブ

で一番自慢できるのは、まちがいなく IAC だと思いました。

4 月 10 日 TKU 職場訪問。河津委員長には曲水の宴の告知か

らお土産までと、何から何までお世話になりました。4月 16

日から 19日にかけて、台北大同扶輪社 35周年記念式典と姉

妹クラブの 5年間延長の締結に行ってまいりました。お返し

できない位の熱烈歓迎に感服しました。17 日に花蓮という

風光明媚なところに観光で行きましたが、翌 18 日に花蓮を

震源とする震度 6強の地震があり、危機一髪でした。本当に

今期は危機一髪が多かったけど、何とか今笑って話せること

に感謝しかありません。中国スナックで予習していった中国

語での式典での挨拶。うちのクラブのメンバーも、台湾のメ

ンバーも一瞬シーンとなりましたが、おそらく驚きの沈黙で

あったのだろうと思うようにしております。10 連休に入っ

た 4 月 28 日。入場から泣いていた告坂会員の結婚披露宴。

今になって思えば、例会扱いでもよかったかなと思います。

5 月 5 日地区 RA 家族清掃活動。連休中にもかかわらずご参

加いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました。

RACからは中川さんだけでしたが、国府高校 IACから多数参

加して頂きました。やはりオレンジのジャンパーが一番目立

っておりました。6月 3日例会の卓話は、山口会員からのご

紹介で、日本料理 瑠璃紺の西本真一様にお願いしましたが、

山口会員の人柄の良さが、友を呼ぶのか、本当に人柄の良さ

がにじみ出た卓話だったと思います。料理も、然り、きっと

美味しいのだろうと想像できました。例会後、名刺交換の行

列ができていて、おそらく今期一番人気の卓話者だったと思

います。早く一度食べに行きたいです。そして年祝いの会で

は、高宮会員が傘寿、永井会員が古希ということでおめでと

うございました。お二人とも若いのには、本当に驚かされま

す。宴席では、特に雑賀会員が腹を出して、もとい、雑賀会

員と腹を割ってお話ができて良かったと思います。また一緒

にお酒が飲めれば幸いです。6 月 17 日から 18 日にかけて、

最後のわがままを言わせてもらって、やってもらった長崎焼

肉ツアー。本当に最高でした。行きのバスからすぐ飲みだし

て、西川会員の「日本酒ありますよ。」という言葉に、私が

「飲もう。」と言い出したことを、ずっと後悔しております。

井上雅文会員からは、「喜讀さん、ペースが速いけど大丈夫

かなとずっと心配に思っていました。」と次の日言われて、

いい奴だなあと思いましたが、お前だろと言いたくなりまし

た。この旅行の話をし出したら卓話の時間がまるまるつぶれ

るくらい話せるだろうし、明日お腹が筋肉痛になるくらいず

っと笑っていられると思います。親睦を突き抜けた珍道中だ

ったと思います。こんな終わり方がやっぱり自分らしいのか

なとも思います。参加者が増えるのか、減るのか分かりませ

んが、もし次年度もやるよということであれば、私は絶対参

加します。本当に最後にいい思い出ができました。かいつま

んでこの1年を振り返りましたが、本当に楽しい 1年でした。 

1 年前の就任挨拶で、必ずプラス 1 以上の成果を 61 年目

の歴史に刻み、前へ進めたいと言いましたが、少しでも前へ

進めることができたでしょうか。 

39 回の会長報告。もともと人前で話すのが苦手で、急に振

られるとしどろもどろになるので、毎回事前に準備はしてお

りましたが、目の前の席から「つまらん」とか「たいしたこ

とは言いよらん」とか聞こえてきて、何を話したらいいのか

途方に暮れた時もありましたが、何とか最後までやり通すこ

とができました。来期は、面白くて、ためになる話が毎回聞

けるかと思うと今からわくわくしておりますし、挨拶の何た

るかを一から勉強させて頂く所存です。この言葉を最後の回

に絶対言おうと思いながらずっとここまでやってきました。

今期一番きつかったというか、残念だったのは私の隣の席に

おられるべき田川副会長が体調を崩されてあまり出席がか

なわなかったことです。一日も早く例会場でお元気な姿を見

たいなと思っております。 

この一年、長いようであっという間でした。たかが 1 年。

されど 1年。出来なかったことの方が多くて、悔しい思いは

ありますが、その分は次年度以降に託したいと思います。 

この 2 年間ずっとセンターテーブルに座ってきましたので、

来週からはどこに座ればいいのか分からず迷っております。

どうかお隣に座った時は、嫌がらずに気持ちよく迎え入れて

くださるようお願い致します。 

この 1年間は、クラブの中で、誰よりもロータリーを愛し、

誰よりもロータリーを楽しんで、誰よりもロータリーに熱く、

感謝の気持ちを持って活動してきたつもりです。 

最後は皆さんへの感謝しかありません。1年間本当にあり

がとうございました。 

 

■6/24（月）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

6月 24日（月）熊本南 RAC 6月第 2回例会が開催されまし

た。古賀会員（馬場石油）が本年度でご卒業されるとの事で、

慰労会例会が開催されました。これまでの活動や若手メンバ

ーへのエールをお話し頂きました。5年に渡る RAC活動お疲

れ様でした! 


