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1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 寿崎奨学会委員会 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

8/1-6  短期青少年交換留学事業（受け入れ） 

8/1   短期青少年交換留学生歓迎会＠松葉 

8/5   暑気払い＠KKRホテル 

8/31   熊本南RACゴルフコンペ 

＠阿蘇大津ゴルフクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/６   第2720地区RA家族清掃及び

台湾地震募金活動 

５/１４  第 4 回クラブ協議会（現・新合

同）＠ホテル日航熊本 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

 

令和１年（2019）年７月２２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 

ございません 

 

 

 

 

 

 

三瀬広海君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！ 

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。今年度会

長を仰せつかっております坂本研一と申します。 

本日は新年度初の新しい仲間、ヒーロー海代表取締役 三瀬広海さんを

迎えるということで心が弾んでおります。 

さて、7/14（日）青少年奉仕西川委員長、ローターアクト森本委員長と

青少年奉仕セミナーに出席してまいりました。これはテーマにしておりま

す「タテを繋げる」に合致することなので今日は中身を説明させていただ

きます。このセミナー、総じていうと RI 自体の考え方は残念ながら危機

管理が一番という印象でした。特にハラスメントについての対応として、

1.身柄の安全確保、2.警察に通報、3.ガバナーへの報告、この手順は絶対

だそうです。警察に通報したほうがいいかどうかを迷ったら通報だそうで

す。当たり前と言えば当たり前ですが。それと４D排除を守ってください

とのこと。ドラッグ・ドライブ・ドリンク・デート。地区主催の青少年事

業は今後全てノンアルコールです。ロータリアンも含みます。クラブ事業

についてはその都度きちんと考えてくださいとのことです。熊本南 RC は

青少年よりもロータリアンの方が問題ある方がいらっしゃいますので、自

分が飲める量を把握するか、日頃からガブガブ飲んで酒に強くなるか二択

してください。熊本南 RC関連で言えば、地区主催のインターアクト台湾 
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短期留学事業は今年度は中止です。理由は台湾との事務手続き

上の都合と説明してくれとのことでした。先週国府高校で説明

し謝罪してまいりました。またこの事業では2720地区全会員に

年200円お願いしているそうですが、今年度も積立とさせてい

ただきたいとのことです。ローターアクトですが、熊本南 RAC

会員は5名になってしまいました。働き方改革法案がからんで

きて企業はコンプライアンスを優先しております。これは今後

もっとエスカレートしていくと思います。考えないといけませ

ん。インターアクトは現在国府高校の川合先生ときちんと連携

が取れております。先週17日に IAC例会にも参加しました。地

区主催の米山留学生との交流が没になってしまったので、壽崎

奨学生と交流しようと思います。園田委員長、森本委員長よろ

しく企画願います。 

また今まで問題が生じた、地区から直接学校への連絡はおかし

いと申し立て、やっとご理解いただけました。以後提唱クラブ

から高校へ連絡としてもらいます。面倒ですが東さんよろしく

お願い申し上げます。 

RYLAに関しても地区青少年事業なのでアルコールはでません。

三角地区委員は雑魚部屋でオジサン達のイビキで眠れないた

めアルコールのドーピングをしているそうですが、ガンバって

ください。以上のとおり青少年奉仕は難しいところが大ありで

す。知恵を出し合ってまいりたいと考えます。 

以上、第3回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 7 月 30 日（火）12：30～ 

[場  所] 光輪寺 

○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～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 31 日（水）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～ 

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 6 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

[場  所] エミナース 

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 7 日（水）12：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

[場  所] エミナース 

○りんどう RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 8 月 8 日（木）19：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 13 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 15 日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 16 日（金）12：30～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 8 月 20 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 23 日（金）18：30～ 

○水前寺公園 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 28 日（水）18：30～ 

[変更後] 8 月 27 日（火）12：30～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.姫路南 RCより6月週報が届いております。 

2.例会終了後、短期青少年交換留学事業説明会を開催いたしま

す。関係各位はご参加をお願いいたします。 

 

新入会員自己紹介 1回目（三瀬広海君） 

 

 

 

 

 

氏名：三瀬広海（みせ ひろうみ）君 

生年月日：昭和54年8月31日 

出身：熊本県 

勤務先：株式会社 HERO’S 

趣味：野球観戦 

推薦者：坂本幸樹君・北口 誠君 

出席報告（田中靖昭君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４６名 74.19％   ８１.９７％ 

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） 
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新入会員自己紹介 3回目（鬼木幹生君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。損保ジャパン日本興亜の鬼木幹生でご

ざいます。3回目の自己紹介はプライベートについて少しお話

したいと思います。私は結婚して28年になりますが単身赴任歴

が18年になります。下の息子が小学校1年生の時から単身赴任

で現在24歳です。自宅に帰るのは月1、2回程度ですので、息子

からは「たまに来るおじさん」とよく呼ばれます。趣味といい

ますか、私はお酒を飲むのが大好きです。単身赴任は飲んでも

誰も止める人がいない極めて快適な環境ですので、つい飲みす

ぎてしまいがちです。そこで週末は休肝日を設け、運動しよう

と思い立ちました。まず外に出ることを心掛け、来年の熊本城

マラソンに出たいと思っています。週末熊本城付近を走ってい

るところを見かけられましたら、ぜひお気軽にお声掛けくださ

い。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今年度雑誌委員会 委員長を仰せつ

かりました高宮です。1年間よろしくお願いいたします。そ

れでは横書きからまいります。3ページにロータリーの友の

片山代表理事の文章で今年度の新企画が書かれています。1.

「この人 訪ねて」ロータリアン個人にスポットを当てて、

その人の職業に対する考え方、職業とロータリーとの関係な

どを紹介。2.「侃々諤々」不定期で、テーマをあらかじめ決

めて、読者から広く意見・疑問などの投稿を募集し、ロータ

リーの議論を通じてロータリーの活性化につながることを

期待する。次に8ページから19ページまでは、マーク・ダニ

エル・マローニーRI 会長のプロフィール紹介です。マロー

ニー会長は1955年生まれの64歳で職業は夫人共々弁護士で

す。1980年にジケーターRC に入会され39年目です。さらに

ご夫人も1996年にジケーターデイブレイク RC に入会されて

おられます。20ページ、本年度マローニーRI会長提唱の「ロ

ータリーは世界をつなぐ」について書かれています。ロータ

リーがなければ出会うことがなかった人々、共通の考え方を

持った人々、私たちの支援を必要とする人々とのつながり、

世界中の地域社会で人生を変えるような活動を行うことを

可能にしています。そして、このテーマのもと、ロータリー

の奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々が手を取り合

い、行動を起こすためのつながりを築いていこうと話されて

います。次に37ページに今年度のガバナーの横顔として、

我々の第2720地区 瀧ガバナーの記事が出ています。39ペー

ジ、三木 RI理事の2019年規定審議会について、RI加盟クラ

ブとしてローターアクトクラブを含めることが決定したと

出ています。10ページに R財団より提案があり、昨年より5％

多くの寄付、5ドル多くの寄付、5名の新たなポールハリスフ

ェローをと呼びかけられております。ぜひ我々のクラブも前

向きに取り組んでいただきたいと思います。56ページ、ポリ

オ「撲滅」からポリオ「根絶」に変更との記事が出ています。 

  続いて縦書きです。9ページに今年度から始まった「この

人 訪ねて」の1回目の記事が出ています。13ページ、大分舞

鶴高校 IAC 後藤さんの投稿が出ています。大分ではロータ

リーの友誌を全会員に配布しているようです。21ページ、柳

壇に大分中津 RC 福澤会員の川柳が出ています。23ページ、

豊後大野 RC の記事、25ページに大分市内7RC の活動の記事

が出ています。以上ですが、大分の記事が目立ちます。ぜひ

我々のクラブからの投稿をお願いします。 

 

●親睦活動委員会（大津英敬君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。すでにご案内しております、8/5（月）

暑気払いにつきまして、今回は短期青少年交換留学生の惜別

会も併せて開催いたします。交換留学生には浴衣をプレゼン

ト予定ですので、浴衣でのご参加大歓迎です。多数のご参加

をお待ちしております。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

   皆さま、こんにちは。姉妹クラブ委員会よりお知らせで

す。例会終了後、短期青少年交換留学事業説明会を開催いた

します。ホストファミリー会員及び関係各位はご参加をお願

いいたします。 

 

●RAC 委員会（井上雅文君） 

   皆さま、こんにちは。RAC委員会より熊本南 RAC ゴルフコ

ンペのご案内です。8/31（土）阿蘇大津ゴルフクラブにて開

催予定です。詳細は後ほどご案内いたします。多数のご参加

をお待ちしております。また、会員の皆さまにお願いです。

熊本南 RAC では年間24回の例会を開催しています。1回でも

ご参加いただき、ご指導等いただけますと会員も喜ぶと思い

ます。熊本南 RAC例会は、第1と第3木曜の19：00より西部ガ

スさんにて開催しています。メーキャップにもなりますので

ぜひよろしくお願いいたします。 
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■山口 競君挨拶 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。先日の父 山口則男の葬儀にはご多

忙中にも関わらず多数の方にご参列いただき、また、弔電や

お花を頂戴し、心よりお礼申し上げます。父もロータリーを

通じ、多くの会員の方々と仲良くさせていただいておりまし

たので、皆さんに来ていただき大変喜んだことと思います。

残った家族で力を合わせて頑張ってまいりますので、今後と

もよろしくお願い申し上げます。 

 

●常任委員長就任挨拶 

○会員維持増強委員長（原 裕一君） 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。今年度 会員維持増強委員長を仰せ

つかりました、原です。1年間よろしくお願いいたします。

今年度目標数は70名、本日現在の会員数は63名ですが、70

名と言わず積極的に会員数を増やしていきたいと思ってい

ます。皆さまのご協力を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） 

○坂本研一君・北口 誠君・園田修司君・河津延雄君 

 三瀬広海君の入会を歓迎いたします。また、本日の卓話者 漆

島典和会員に心から感謝します。学生時代同様、しっかり勉

強させてもらいます。 

○喜讀宣友君・古財良一君・大津英敬君・雑賀庸泰君 

 告坂和紀君 

 三瀬広海会員の入会を心より歓迎いたします。また、漆島会

員の卓話が楽しみで昨夜は眠れませんでした。私も代継宮の

おかげで楽しい夫婦生活を送れていますので感謝してスマ

イルいたします。 

○永井富士雄君 

 三瀬広海さんの入会を歓迎します。HERO’S海さんには牛深

水産を通じて牛深にない魚の取扱いをさせていただいてい

ます。 

○倉崎保広君・網川 久君 

 三瀬広海君の入会を歓迎します。今後のご活躍を期待してい

ます。 

○三瀬広海君 

 この度は歴史と伝統ある熊本南 RC に入会させていただき、

ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

○山口 競君 Ⅴ 

 先日は父のお通夜、告別式へのご参列、また、多数のお花や

弔電を本当にありがとうございました。これからも頑張りま

す。よろしくお願いいたします。 

○鬼木幹生君 

 お酒を飲むために、健康増進を願って熊本城マラソン完走を

目指します。 

○寿崎 肇君 

 寿崎育英財団の奨学金交付式も無事終わりました。150名の

奨学生からの近況報告を読ませていただき、HP 掲載のため

手紙を書き写しています。奨学生の素晴らしさに涙を抑えな

がら書き写す毎日です。感謝してスマイルいたします。 

○齊藤直信君 Ⅱ 

 7/16 ソフトバンクホークスの観戦に行ってまいりました。

残念ながら前日も含め 2 連敗！今後の活躍を期待してスマ

イルします。 

○今村浩昭君 

 7/16 ソフトバンクホークスの観戦に行かせていただきまし

た。日本ハムファイターズが押出しで勝利しましたのでスマ

イルいたします。 

 

●会員卓話（園田修司君） 

 「神仏習合」       漆島典和君 

 

 

 

 

 

 

 

◆7/17（水）国府高校 IAC例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆7/18（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

  


