2019-20 坂本会長年度 執行部の皆さん、1 年間よろしくお願いします！

第１回例会記録（通算第 2811 回）
令和１年（2019）年７月１日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
来訪者紹介
陣内裕規様（熊本東 RC）
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例 会

行 事

会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんにちは。大雨警報発令中のもと、皆様例会参加あ
りがとうございます。被害はありませんでしたか？
今年度会長を仰せつかりました坂本研一です。1 年間 40 回宜し
くお願いいたします。
本日は貴重な第 1 回目の会長報告です。何を話そうか色々考え
ました。そして相応しいのは先週高宮さんからいただいた扇子の
話かなと思いました。
「肝胆相照」肝臓胆嚢のような大事な腹の部
分を見せ合い親密な付き合いをしていこう。まさに熊本南ロータ

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 常任委員長就任挨拶

リークラブそのものと思い、すぐ高宮さんに電話させていただき
ました。おまけに孫ちゃんの書と聞き、なお感動です。高宮さん、
いつ死んでも悔いなしと思います。私も今年 1 年は肝臓と胆嚢に
申し訳ないですが負担をかけ続けていく覚悟でおります。
そもそもロータリーとは、私の認識では他人を信じられない銃

今月・来月の行事

社会のアメリカで、ポール・ハリスが 3 人で相互扶助の志で集ま

7/14

ったのが起源でそれが世界に広がったと。では日本では？副会長

青少年奉仕部門合同セミナー
＠グランメッセ熊本
7/27-28 IAC 年次大会
＠八代鏡文化センター・文化ホール
8/1-6
短期青少年交換留学事業（受け入れ）

で代継宮 漆島禰宜に言わせれば、そんなものは日本にはもっとも
っとずっと昔からあったと。
「社会」という文字は「やしろであう」
と書きます。
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社に来る人達は階級性別関係なくお付き合いをしてい

出席報告（田中靖昭君）

ると。もちろん賭博を開いたりもあったともありますが、
少しずつ年をとってきている私は日本人のよさはそこ
にあるのではと思うようになってきました。
ということで偶然にもかかげた今期のテーマは「ヨコ
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出席規定適用免除者

を繋げる タテを繋げる ミライに繋げる」にしておりま
す。詳しくはまた後ほど報告いたします。

名誉会員

各委員会の委員長さん、理事メンバーの皆さん、そし

1名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

て会員の皆様、何卒 1 年間宜しく御願い申し上げ、第 1
新入会員自己紹介 3回目（網川

回目の会長報告とさせていただきます。

久君）

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
皆さま、こんにちは。私は2005年に結婚し、現在長女

○05福祉 RC～定款に基づき休会
程] 7 月 16 日（火）12：30～

が中学1年生、長男が小学2年生です。趣味はバイクと車

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

ですが、たまにツーリングに行っています。また、スポ

[日

ーツ観戦が好きですが、特に学生の頃やっていたハンド

[日

程] 7 月 17 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

ボールを観るのが大好きです。この度は歴史と伝統ある

[日

熊本南 RC へ入会させていただきありがとうございまし

程] 7 月 17 日（水）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会

た。推薦いただいた喜讀宣友会員に心より感謝申し上げ

[日

ます。今後ともよろしくお願いいたします。

程] 7 月 18 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

新入会員自己紹介 2回目（鬼木幹生君）

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

○西南 RC～G 公式訪問合同例会のため日程変更
[変更前] 7 月 25 日（木）12：30～

皆さま、こんにちは。損保ジャパン日本興亜の鬼木で

[変更後] 7 月 26 日（金）12：30～

す。当社の事業は損害保険ですが、大雨の影響で昨日か

○05福祉 RC～定款に基づき休会

ら緊急災害警報が発令されており、私としても心配して

[日

程] 7 月 30 日（火）12：30～

おります。今のところ保険金のお支払い報告が数件きて

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

いますが、皆さまのお役に立つようスピーディな保険金

[日

のお支払い準備をしているといった状況です。私は入社

程] 7 月 31 日（水）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

後営業一筋で、大阪、浜松、鹿児島、東京が14年ほどで

[日

す。一般的に自動車保険、火災保険は皆さまおなじみか

程] 7 月 31 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

と思いますが、その他にも様々な保険がございます。熊

[日

本でも多くの企業の皆さまに色々な保険をご紹介し、安

程] 7 月 31 日（水）12：30～

全をお守りする役割を担って行きたいと思っています。
幹事報告（北口 誠君）
寿崎

1.来週（7/8）19：00より、今年度第1回クラブ協議会を開催い

肇 PG 報告

たします。事業のある委員会は、7/3（水）までに資料の提
出をお願いいたします。

6/29-30地区 RA 研修会・卒業式の報告がございました。
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委員会報告

○堀川貴史君・今村浩昭君・玉田光識君・馬場大介君

●戦略計画委員会（後藤 博君）

星野誠之君・森本康文君
坂本会長、北口幹事、新執行部の皆さま、本年 1 年間
よろしくお願いします。穏やかな 1 年になりますよう
皆んなでお祈りいたします。
○永井富士雄君
今日から坂本丸の出航です。坂本船長、漆島副船長、

皆さま、こんにちは。今年度戦略計画委員会委員長

舵取り役の北口幹事、機関長の執行部の皆さん、1 年

を仰せつかりました後藤です。戦略計画委員会よりお

間波あり凪ありの長い船旅となりますが頑張ってく

知らせです。7/3（水）18：30より大澤会員の熊本味

ださい。無事帰港することをお祈りいたします。

処 鹽にて、戦略計画委員会 IM を開催いたします。関

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・大津英敬君

係各位はご参加をお願いいたします。

昨年度はお世話になりました。ようやく肩の荷が降り
ました。坂本研一会長年度の門出を祝してスマイルい

■2018-19（前年度）会長・幹事へ記念品の贈呈

たします。
○馬場大介君
昨日、古賀（旧姓 中川）君が無事 RAC を卒業しまし
た。インドなどお世話になりました。
○星野誠之君

Ⅱ

4 月から長男 光太郎、次男 春太郎が菊池南中学校の
野球部に入部したのですが、5 月の九電旗で県 1 位と
なりました。また、昨日宮崎で九州大会があり、なん
と全国大会に出場することとなりました。喜びのスマ
●スマイルボックス（告坂和紀君）

イルです。尚、全国大会は 8 月中旬にありますが、横

○陣内裕規様

浜球場での開催であることから旅費がかかると思い

熊本東 RC から参りました陣内と申します。本日はよ

ます。ロータリアンの温かい思いやりでぜひ寄付をお

ろしくお願いいたします。

願いします。

○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・園田修司君

○喜讀宣友君

三角雄介君・河津延雄君・坂本幸樹君

昨夜、私の住むマンションの火災報知器が誤作動し消

熊本東 RC 陣内裕規様のご来訪を歓迎いたします。新

防車と警察、パトカーが来る騒ぎとなりました。旅行

年度のスタートです。今年1年だけは皆さまご協力を

の疲れか熟睡しており全く気付きませんでしたが、普

お願い申し上げます。昨日は緊張で全員眠れませんで

段はほとんど会話のない娘が「お父さん起きて」と起

した。

こしてくれました。涙が出るほどうれしかったのでス

○堀川貴史君

マイルします。

熊本東 RC 陣内様のご来訪を心より歓迎しスマイルい
たします。
○高宮

宏君・久峨章義君・後藤

●就任挨拶
博君・井上雄一朗君

○幹事（北口

誠君）

古財良一君・丸山浩之君・井上雅文君・西川尚希君
田中靖昭君・林田公治君・告坂和紀君・網川

久君

鬼木幹生君
喜讀直前会長、倉崎直前幹事、1 年間お疲れさまでし
た。お二人とも少しだけゆっくりお過ごしください。
坂本会長、漆島副会長、北口幹事、1 年間よろしくお

本年度、坂本会長年度の幹事を仰せつかりました北

願いします。アルコールパワーでぐんぐん引っ張って

口です。2013 年に入会させて頂き早 6 年目になりまし

いってください。期待しています。

た。ベテランの諸先輩方が多数いらっしゃる中で、私

○野口泰則君・沼野修一君

に幹事が務まるか非常に不安でしたが、周りの方々が

坂本会長年度のスタートおめでとうございます。期待

強力なサポートをして頂くとの力強いお言葉を頂き、

は大きいですがきっと応えてくれる 1 年でしょう。

少しだけ不安も解消されたような気がします。
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本年度の会長方針は『ヨコを繋げる タテを繋げる

がご挨拶に伺い、お会いできなかったのですが喜んで

ミライに繋げる』です。年齢の上下、入会年数の長短、

いただきました。そして先週金曜日息子さんより御祝

台北との交流、ローターアクト、インターアクト、寿

いをいただき感激いたしました。私ごときがと思いま

崎奨学生の皆さん、そしてロータリアンのご家族の皆

したがありがたくてメラメラと燃えてきました。

さんを広く深く繋げる(理解しあう)事を掲げておら

さて、国際ロータリー マーク・ダニエル・マロー

れると理解しています。その部分については坂本会長

ニー会長は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマに

も意欲的に活動されると思いますので、そのお考えに

「つなぐこと」をメインに挙げておられます。また、

基づいて全力でサポートしたいと考えております。ま

第 2720 地区 瀧ガバナーは「さあ、ロータリーの大海

た、入会後私自身特に出来なかったことがあります。

へ漕ぎだそう」をテーマにしておられます。どんな豪

それは新入会員様との積極的な交流です。その為にク

華な船でも動かなければ意味がない、ということです。

ラブに面白みややる気を感じず退会された方もいら

常識にとらわれないロータリーを目指そうというこ

っしゃるかもしれません。そういった意味でもクラブ

とです。私はその中で「繋ぐ」に着目し、本年度テー

内のヨコの繋がりを最も力を入れていきたいと考え

マを「ヨコを繋げる タテを繋げる ミライに繋げる」

ます。その繋がりが更にこのクラブを楽しくやりがい

とさせていただきました。全体的にはクラブ奉仕中心

のあるクラブになっていくものと信じています。

です。「ヨコ」とはクラブ内、今増えている若手会員

一年間の長い期間になりますが、坂本会長を全力で

と先輩会員を親友同士のように繋ぎ楽しく賑やかな

お支えし、皆様方に楽しい一年が過ごせたと言って頂

活動をする。新会員からの会員増強もそれに値します。

けるように精一杯取り組んでまいりますので、皆様方

各委員長さんの積極的な活動取組に全面的応援しま

のご協力、叱咤激励お願い致します。

す。また第 4 グループ内を同じクラブ会員のように繋
ぐ（もうだいぶ繋がっている）、市域と繋ぐ、地区に

○副会長（漆島典和君）

協力する（今期は 5 人地区メンバーになっている）
、
台北大同扶輪社ともっともっと親友のように繋がる、
です。「タテ」とはローターアクト、インターアクト
と繋がる時間を増やす、壽崎奨学会との繋がりを深め
る、です。特にローターアクトは色々問題を抱えてお
ります。インターアクトは国府高校顧問河合先生が頑

坂本年度の副会長を仰せつかりました漆島です。坂

張られていますので応援します。ふたつは熊本南 RC

本会長には、会長の時は幹事として、実行委員長の時

の将来の入会候補者だと認識しながら付き合ってい

は、副実行委員長として、また、私事ですが代継宮「曲

きたいです。
「ミライ」とは文字通り 70 周年に向けそ

水の宴」では、実行委員長として、大変お世話になっ

してもっと未来に向け魅力あるクラブにしていく。こ

ております。やっと、御恩返しの時が来たと喜んでお

れはクラブ戦略計画委員会の活動を今以上に活発に

る次第です。坂本会長の思いを全面的に応援いたしま

し造っていかねばなりません。会費値上げをしない、

す。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

夜例会を増やしクラブ協議会とクラブフォーラムを
行う、ライオンズクラブとの交流、ゴルフを増やした

○会長（坂本研一君）

い、例会絶対数が減る分スマイル委員会には頑張って
いただくことになります。
この１年は特に熊本南ロータリークラブを誰より
も愛します。そしてクラブに関わる人を愛します。同
い年の北口幹事、漆島副会長と爆発しますので、皆様
どうか暖かくそして絶大なるご支援を何卒よろしく

2019-2020 年度、歴史と伝統ある熊本南ロータリー

お願い申し上げます。

クラブ第 62 代目の会長を仰せつかりました、坂本研
一です。入会 10 年目になります、職業分類は「印刷」
です。北口幹事、漆島副会長と全身全霊で臨むつもり
であります。入会動機は熊本南 RC 会員ご子息の結婚
式で漆島会員と出会ったことです。紹介者は元会員で
いらした宮本会員です。会長が決まってどこからかお
聞きになられたそうで、ご病気されておられたのです
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