
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 第2回クラブ協議会 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

9/14-15   RYLAセミナー＠阿蘇YMCA 

9/20    市域RC会長・幹事会＠ホテルキャッスル 

9/30     ガバナー公式訪問合同例会 

＠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９月２日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

緒方大輔様（佐世保東 RC） 

四方美由紀様（熊本西稜 RC） 

三船恵子様（熊本西稜 RC） 

田中省吾様（熊本西稜 RC） 

 

 

8/31（土）熊本南 RAC ゴルフ例会＠阿蘇大津ゴルフクラブより 

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。 

本日のご来訪者は佐世保東 RC 緒方大輔様、熊本西稜 RC 四方美由

紀様、三船恵子様、田中省吾様、卓話者は塚本 侃会員です。よ

ろしくお願いいたします。 

さて、今日は地区大会の件について。11/8〜9は大分中津で 2720

地区 地区大会が開催されます。特に一度も参加されていない方、

新しい会員の皆様に向けてお話しいたします。地区大会は我々

2720地区の一番大きいイベントで例年 1000人規模で行われます。

基本、ガバナー輩出クラブが主催しますので今年度は大分中津で

行われます。熊本南 RC も直近(H28 年)では故 野田ガバナー年度

（後藤会長年度）に経験させてもらいました。この大会それぞれ

の思いで行かれておりますが、今回私の目的はひとつ。熊本南 RC

内の親睦です。勿論今会長職を仰せつかっておりますので他クラ

ブとの親睦もありますが、それは建前に近いです。大いに盛り上

がって親睦を深めることができたらと心より思います。内容は盛

りだくさんです。生真面目な私は毎回悪い友達の誘いで途中抜け

たりしていましたので・・・是非一緒に行って体験しましょう。 
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移動は車で相乗りも考えました、貸切バスも考えました

が、北九州まで新幹線、そこから特急に乗って楽しくそ

して上品に向かおうと思います。一度も行かれていない

皆さん、一度しか行かれたことのない皆さんへはピンポ

イントでアプローチさせていただきますので是非とも

ご協力お願い申し上げます。因みに網川さん、近森さん、

藤野さん、池崎さん、河津さん、木下さん、三瀬さん、

沼野さん、新田さん、中嶋さん、大津さん、岡本さん、

大澤さん、鬼木さん、斉藤淳さん、柴本さん、田中靖昭

さん、藤山さん、寺本さん、山口さんの 20 名の皆様よ

ろしくお願い申しあげます。このような情報もクラブ現

況及び活動計画書に載っていますのでご一読ください。 

以上、第 8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 

○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 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9 月 9 日（月）18：30～ 

[場  所] 懐食 田しろ 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 10 日（火）12：30～ 

[変更後] 9 月 10 日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○江南 RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 9 月 11 日（水）18：30～ 

[変更後] 9 月 11 日（水）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 17 日（火）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 17 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 18 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 18 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 9 月 19 日（木）13：00～ 

[変更後] 9 月 16 日（月・祝） 

[場  所] 第 7 回親子 D ボート大会 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 19 日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 20 日（金）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 24 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 24 日（火）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 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 26 日（木）13：00～ 

○西稜 RC～G 公式訪問合同例会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 30 日（月）18：30～ 

[変更後] 9 月 30 日（月）12：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 「天草」 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.熊本中央 RC より「第11回チャリティーゴルフコンペ

及び懇親会のご案内」が届いております。（後ほど事

務局より改めてご案内） 

2.米山梅吉記念館より館報 Vol.34が届いております。 

3.来週（9/9）の例会は「クラブ協議会例会」18：30～

（食事18：00～）に変更いたします。通常時間（12：

30～）はございません。ご注意ください。 

4.例会終了後「定例理事会」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。 

 

定例理事会報告（坂本研一君） 

1.松茂信吾様の入会について ⇒ 承認されました。 

2.9/30ガバナー公式訪問合同例会について 

⇒ 式次第確認、承認されました。 

3.10/21（月）観月会例会＆新入会員歓迎会について 

⇒ 式次第及び予算確認、承認されました。 

 

 

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 ４５名 72.58％   ８２.２６％ 

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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緒方大輔様挨拶（佐世保東 RC） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。佐世保東 RC 緒方大輔と申しま

す。私は佐世保に本社がございます、ビートスイミング

クラブで取締役をしています。3年ほど前に西熊本駅近

くに熊本プールがオープンし、今回アンビー熊本内に2

店舗目がオープンしました。この準備のため、先月から

数ヶ月間ではございますが単身赴任しております。また

機会がございましたらぜひ参加させていただきたいと

思います。本日はよろしくお願いいたします。 

 

熊本西稜 RC 挨拶 

（四方美由紀様・三船恵子様・田中省吾様） 

 皆さま、こんにちは。本日は熊本西稜 RC 創立30周年

記念事業のご案内に参りました。記念式典は来年5月23

日に予定しておりますが、それに先立ちまして記念チャ

リティーコンペを開催いたします。ぜひ多数のご参加を

お待ちしております。 

（詳細は下記のとおり） 

【日  時】2019年10月11日（金）8：00 

【場  所】高遊原カントリークラブ 

【参 加 料】2,000円＋チャリティー代1,000円 

       （チャリティー代はポリオプラス寄付） 

【プレー代】キャディー付き10,000円 

      キャディーなし7,000円 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（馬場大介君） 

［誕生祝］        ［結婚祝］ 

 沼野修一君  9.2    雑賀庸泰君  9.5 

堀川貴史君  9.3    三角雄介君  9.6 

井上雅文君  9.3      古財良一君  9.10 

中嶋亜志火君 9.5     

 柴本幸生君  9.6 

丸山浩之君  9.14    

  雑賀庸泰君  9.15 

 大津英敬君  9.22     

 鬼木幹生君  9.25 

坂本幸樹君  9.27 

 田中靖昭君  9.29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○緒方大輔様（佐世保東 RC） 

 長崎から来ました、佐世保東 RC の緒方大輔と申しま

す。本日はお世話になります。 

○四方美由紀様・三船恵子様・田中省吾様（熊本西稜 RC） 

熊本西稜 RC は来年30周年を迎えます。来月10月11日

に熊本西稜 RC30周年チャリティーコンペを高遊原 CC

で行います。多数のご参加をお待ちしております。 

○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 

 当クラブへの来訪者、佐世保東 RC 緒方大輔様、熊本

西稜 RC 四方美由紀様、三船恵子様、田中省吾様を歓

迎します。また、本日の卓話 塚本 侃会員の卓話を

楽しみにしています。学生時代と同様、最前列で勉強

させていただきます。 

○堀川貴史君・喜讀宣友君・馬場大介君・玉田光識君 

 丸山浩之君・桑原幸雄君 

 熊本西稜 RC 四方様、三船様、田中様、佐世保東 RC 緒

方様のご来訪を歓迎してスマイルいたします。 

○森本康文君 

 当クラブへの来訪者 熊本西稜 RC の四方様、三船様、

田中様、佐世保東 RC 緒方様を歓迎いたします。熊本

西稜 RC創立 30 周年おめでとうございます。 
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○井上雅文君   

 8/31（土）熊本南 RAC ゴルフ例会が開催されました。

熊本南 RACメンバー4名、熊本南 RCより 6名のメンバ

ーにご参加いただきました。好プレー珍プレーあり、

楽しいラウンドとなりました。ご参加、ご協賛いただ

きました皆さま、ありがとうございました。 

○寿崎 肇君 

 私がガバナー時代、8RC を親クラブが作ってください

ました。熊本西稜 RC 創立 30 周年、誠におめでとうご

ざいます。 

○河津延雄君 Ⅱ 

 熊本復興祈念 再春館製薬所・TKU 江津湖花火大会を、

8月 31日土曜日に 2年ぶりに無事開催することができ

ました。お礼のスマイルです。 

 

●会員卓話（園田修司君） 

 「相続法改正-遺言書保管法の制定-」 

塚本 侃君 

  

 

 

 

 

 相続法については、1980 年（昭和 55 年）に改正され

て以来、大きな見直しはされてきませんでした。一方、

この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢

化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今

回の改正では、このような変化に対応するために、相

続法に関するルールを大きく見直しています。 

具体的には、 

 （1）被相続人の死亡により残された配偶者の生活へ

の配慮等の観点から、 

   ①配偶者居住権の創設 

   ②婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用

不動産の贈与等に関する優遇措置 

 （2）遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止

する観点から、 

   ①自筆証書遺言の方式緩和 

   ②法務局における自筆証書遺言の保管制度の創

設（遺言書保管法） 

 （3）その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制

度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改

正を行っています。 

 

 

【例会予定】 

 9/16 祝日のため休会 

 9/23 祝日のため休会 

 9/30 ガバナー公式訪問合同例会 

 

◆8/31（土）熊本南 RAC ゴルフ例会 

＠阿蘇大津ゴルフクラブ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 31 日土曜日、熊本南 RAC8 月第 2 例会が開催され

ました。RAC メンバー4 名、RC より 6 名のメンバーに

ご参加頂きました。ナイスプレーあり、珍プレーあり、

縦の親睦が深まった例会となりました。ご参加、ご協

賛いただきました皆さま、ありがとうございました！ 

 

 

 


