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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

8/31   熊本南RACゴルフコンペ 

＠阿蘇大津ゴルフクラブ 

9/9      クラブ協議会例会（夜例会） 

     ＠ホテル日航熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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８月１９日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

坂口滋一様（熊本中央 RC） 

有田佳代様（劇団前進座） 

新村宗二郎様（劇団前進座） 

小杉堅太様（㈱コスギ不動産） 

 

本日の卓話 木下貴夫君の新入会員卓話「大規模地震への取り組み」より  

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。

まず、来訪者のご紹介です。熊本中央 RC 坂口滋一様、劇団前進座 

有田佳代様、新村宗二郎様、㈱コスギ不動産 専務取締役 小杉堅

太様です。また、卓話者は新入会員卓話で西部ガス㈱の木下貴夫

会員です。よろしくお願いいたします。尚本日は、来訪者の坂口

滋一さんよりイベントのご案内にお時間をいただきたいとの旨、

時間短縮いたします。残念ながら 10/14 は水球大会と重なります

ので、水球大会に出席なさらない会員の皆様はぜひ演劇の方に足

を運んでください。私は前日 10/13 の菊池公演を観させていただ

くつもりです。いわさきちひろさんの絵は観たことありますが、

人となりまでは知識がありません。楽しみにしております。 

以上、第 6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 

○グリーン RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 8 月 26 日（月）18：30～ 

[変更後] 8 月 26 日（月）12：30～ 
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○東南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 28 日（水）18：30～ 

[変更前] 9 月 1 日（日） 

[場  所] 高千穂方面 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 8 月 28 日（水）18：30～ 

[場  所] 味の波止場 

○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 

○東南 RC～合同例会のため場所変更 

[日  程] 9 月 4 日（水）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○水前寺公園 RC～合同例会のため場所変更 

[日  程] 9 月 4 日（水）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 9 日（月）12：30～ 

[変更後] 9 月 9 日（月）18：30～ 

[場  所] Boo 

○グリーン RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9 月 9 日（月）18：30～ 

[場  所] 泉里 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 18 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9 月 25 日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.台北大同扶輪社より、短期青少年交換留学事業のお礼

が届いております。 

2.熊本 RCより80周年誌が届いております。 

3.8/22（木）は事務局員夏季休暇のため終日不在します。

ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたします。 

 

熊本中央 RC 挨拶＆ご案内（坂口滋一様） 

有田佳代様・新村宗二郎様（前進座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2018-19年度臨時理事会報告（喜讀宣友君） 

1.2018-19年度決算報告について ⇒ 承認されました。 

 

◆2018-19年度出席委員会報告（森本康文君） 

✩メーキャップ100％出席✩ 

 後藤 博君・堀川貴史君・今村浩昭君・久峨章義君 

 倉崎保広君・桑原幸雄君・河津延雄君・森本康文君 

 野口泰則君・沼野修一君・坂本研一君・塚本 侃君 

玉田光識君・田中靖昭君・漆島典和君  

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 ４４名 70.97％   ８０.３３％ 

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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✩ホーム100％出席✩ 

 井上雅文君・木村弘訓君・喜讀宣友君・高宮 宏君 

 告坂和紀君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  まず今月のテーマは、会員増強・新クラブ結成推進

月間です。3ページに RI会長メッセージが掲載されて

いまして「活発な会員増強委員会を各クラブが設立し

よう」と呼びかけておられます。熊本南 RC でも会員

が最低1人推薦しましょう。次に7～13ページまで「ク

ラブを活性化させる同好会」が紹介されています。各

地区にはびっくりするような同好会があります。例え

ば8ページの最上段「ハマドリの会」は単身赴任の会

員で結成され、年2回の懇親会が開催され、よい懇親

会のようですので、これは我々のクラブでもできるの

ではないでしょうか。また、11ページ上段の釣り同好

会もいかがでしょうか？13ページのワイン同好会も

参加者は多いのではないかと思います。ぜひ親睦活動

委員会を中心に取り組んでみてはいかがでしょう

か？次に14ページに高崎 RC の今として、64名から現

在139名の会員増強が成功した事例が出ています。特

に新入会員へのインフォメーションとして、数合わせ

ではなく、新会員のこれからの人生にとってロータリ

ーがいかに有益であるかを説明し、入会後、出席義

務・会費・寄付金等に関して食い違いがないよう指導

し、さらに新会員へのプログラムとして、年に数回 R

情報委員会を開催して入会3年までの会員を対象にロ

ータリーの啓蒙、教育を行う。その際、パストガバナ

ーやパスト会長等の経験豊富な先輩ロータリアンを

迎えて、経験とロータリー精神との関わりといったよ

うなお話をしていただく。このことは我々のクラブで

も3年未満の会員は出席義務として、日程を調整の上

ぜひ実施していただきたい。17～19ページにはハンブ

ルグ国際大会の記事が出ています。24ページに米山記

念奨学事業の基礎知識が書いてあります。ぜひ制度の

円滑な活用を米山委員会の方々にお願いします。26ペ

ージの右上段に日本人 RI 理事会メンバーとして姫路

RC の三木 明会員が紹介されています。28～29ページ

に RI 委員の名前が記載されています。28ページ右側

上段と、29ページ下段に RI 日本青少年交換多地区合

同機構（RIJYEM）の社員として永田壮一 PG の名前が

あります。ガバナーが終わっても要職で大変ですね。

32ページから世界ポリオデーの記事が出ており、次の

ページ中段に熊本グリーン RC の活動が写真入りで掲

載されています。 

  次に縦書きに移ります。19ページに「正しいリハビ

リ」という記事が出ています。偶然にも私の学院の学

科と同じことが書いてありますので読んでみてくだ

さい。思い当たるところがある方はご相談ください。

21ページ歌壇に水前寺公園RCの北里会員の歌が、柳壇

の最後に大分中津RCの古田会員の句が出ています。23

ページにJapanO.K.E-クラブのロータリー国際交流デ

イの記事、25ページに熊本東南RCと熊本東南RAC合同

清掃奉仕活動の記事が出ています。最後に30ページ上

段に熊本中央RC 木村会員の記事が出ています。 

 

■地区RYLA委員会報告（三角雄介君） 

皆さま、こんにちは。地区RYLA委員会よりRYLAセミ

ナーのご案内です。9/14（土）～9/15（日）の日程で、

阿蘇YMCAにて開催されます。対象者は18～30歳、費用

は10,000円です。仕事や社会で必要なコミュニケーシ

ョン能力の向上、また、社会人としても成長できるプ

ログラムを企画いたします。申し込みはまだ間に合い

ますので、会員企業の若手社員等にぜひご参加いただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○坂口滋一様（熊本中央 RC） Ⅱ 

 本日はプログラムの貴重なお時間をいただき、ありが

とうございます。坂本研一会長はじめ、熊本南 RC の

皆さまのご健勝を祈念してスマイルいたします。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

河津延雄君・坂本幸樹君 

 本日の来訪者、熊本中央 RC 坂口滋一様、劇団前進座 

有田佳代様、新村宗二郎様と小杉堅太様を歓迎いたし

ます。また、本日の卓話 木下貴夫会員の笑顔が爆発

するような卓話を楽しみにしています。（ガスだけに） 

○久峨章義君・後藤 博君 

 熊本中央 RC 坂口さんのご来訪を歓迎します。また、

劇団前進座のお二人と劇団の応援である小杉様を大

歓迎します。ごゆっくり楽しんでください。 
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○堀川貴史君・古財良一君・原 裕一君・丸山浩之君 

 星野誠之君・西川尚希君 

 熊本中央 RC 坂口様、劇団前進座の有田様、新村様と

小杉様を歓迎してスマイルいたします。公演の大成功

を心より祈念申し上げます。 

○馬場大介君 

 台北大同扶輪社との短期青少年交換留学事業が、台風

などのハプニングはあったものの大きな事故もなく

無事終了しました。まずはホストファミリーの皆さま、

ありがとうございました。坂本会長、漆島副会長、北

口幹事にはちょいちょいお世話になりありがとうご

ざいました。また、姉妹クラブ委員の皆さまのご活躍

に大変助けられました。ありがとうございました。あ

とは原副委員長にすべて引き継ぎしてもらえるよう

お願いします。追伸、予算いっぱい使いました。会員

の皆さま、よろしくお願いします。 

○星野誠之君  Ⅴ 

 長男 光太郎、次男 春太郎が所属する菊池南中学校野

球部が、8/13 に全国大会に行ってきました。残念なが

ら岡山の倉敷クラブに負けてしまいましたが、同クラ

ブが優勝したことから、よく頑張ったようです。寄付

に協力していただいた皆さま、本当にありがとうござ

いました。感謝のスマイルです。尚、エースで 4 番の

松井君は全日本選抜に選ばれ、現在千葉で合宿中です。 

 

●会員卓話（園田修司君） 

 「大規模地震への取り組み」  木下貴夫君 

  

 

 

 

 

都市ガス事業とは、LNG（液化天然ガス）を原料とし

てガスを製造し、供給区域を設定して一般の需要に応

じ、導管よりガスを供給する事業で、203 の事業者に

よって成り立っている。 

都市ガス業界における地震・防災対策には、これまで

にガスの設備に大きな影響を与えた地震が発生する

都度、その経験を踏まえ、国、業界をあげて防災対策

に取り組んできた。阪神大震災を契機に、都市ガス業

界の震災対策は、大きく見直され、今日の地震・防災

対策の基本となっている。 

現在の地震防災対策の大きな柱は、「設備対策」「緊

急対策」「復旧対策」の 3つであり、地震が発生した

場合に、「ガスによる人身災害を起こさない」、ガス

の供給を停止した場合に「早期の復旧を実現する」こ

とを目標としている。具体的な対策は、耐震性の高い

ガス管（PE管）の採用、地震計の設置、マイコンメー

ター採用による二次災害の防止、移動式ガス発生設備

よる臨時供給の実施等である。 

 平成 28年 4月の熊本地震では、100,884 戸を供給停止

するという、当社創業以来、最大の被災規模となった

が、1 日も早い供給再開を目指し、当社グループの全

社員が高い現場力を発揮した。地震発生後 15 日後の

復旧完了、33 日後の通常体制復帰という結果は、評価

されている。 

 ガス全面自由化の中、当社は、今回の経験を糧として、

防災・保安に磨きをかけ、いざという時に頼りになる

事業者であるという「信頼」を武器に競争を勝ち抜い

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆8/19（月）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

8/19（月）熊本南 RAC 8月第 1回例会が開催されまし

た。熊本南 RC より坂本会長と北口幹事がご参加くだ

さいました。メインプログラムでは、松雪純一会員（西

部ガス）によるスポーツの知識を深めようというもの

でした。○×形式で、間違えるとスクワットを 10 回

という罰ゲームも用意されており大変盛り上がりま

した。 


