
［ 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 観月会＆新入会員歓迎会 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

10/25  熊本中央RCチャリティコンペ＠熊本南CC 

11/8-9 地区大会＠中津文化会館/ヴィラルーチェ 

11/23  会員維持増強セミナー＠熊本市流通情報会館 

11/26  熊本第4グループIM＠ニュースカイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月７日 
斉唱 国歌 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 

徳永隆裕様（ヒロ・デザイン専門学校長） 

松茂信吾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。

本日の来訪者はヒロ・デザイン専門学校長 徳永隆裕様、卓話者は

会員卓話で後藤 博会員です。よろしくお願いいたします。 

本日はまず嬉しい報告から。新しい仲間、株式会社ダイケン松

茂信吾さんを迎えるということで心が弾んでおります。自己紹介

は後ほどいただきます。彼とは公私とも仲良くさせていただいて

おります。ゴルフも上手で勝てません。また三角会員、坂本会員

西川会員等 40代の若手経営者でのネットワークができており、少

なくとも我々50 代と違い次世代の熊本を任せられる人材だと思っ

ております。「くまもと経済」誌にも先月は新田会員、三角会員、

今月は松茂君と将来展望を記事にされていました。鬼木会員も載

っておられましたね。 

また先週は皆様のおかげでガバナー公式訪問も無事終了いたし

ました。2 クラブの上品で和やかな雰囲気を出せたよい例会だった

と感じました。ご協力ありがとうございました。ガバナーからは

10 月 24 日のポリオデーを意識してくださいとのお話がございま

した。例えばゴルフコンペで OB１発につきポリオ募金をとか、そ 
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のようなレベルで構わないとのことですので、よろしく

お願い申し上げます。 

インターアクトクラブの件でひとつご報告です。国府

高校 IAC 顧問 川合先生より文化祭で募金活動を行い、

この度の千葉の台風被害に義援金を送りたいとのこと。

大変素晴らしいことですが、実は熊本地震があった年の

8月、千葉の市原 RCと提唱しておる市原中央高等学校 IAC

から義援金をいただいていたとのことでした。連絡ミス

で当クラブへは情報がきておりませんでした。先週の臨

時理事会にて市原 RC に謝罪とお礼のご連絡をする、当

クラブで募金を募ろうかとの意見もいただきましたが、

急いだ方がよいとのことで非常時用の基金より国府高

校のいただいた相当の義援金を送るということで決定

させていただきました。市原 RC の篠田美幸現会長に謝

罪とお礼をお伝えしましたが、非常時だったのでと快諾

いただきました。尚、国府高校 IAC の募金活動は2万円

ほどだったそうで、当クラブの基金より10万円使わせて

いただきます。皆様ご了承いただきますようお願い申し

上げます。 

また、10月14日（月）青少年奉仕 西川委員長のもと、

第7回熊本県水球競技大会を開催いたします。観客で構

いませんのでお時間がおありの方はアクアドームに足

を運んでやってください。 

以上、第11回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.来週（10/14）例会は「祝日のため休会」です。次回

は10/21（月）「観月会例会＆新入会員歓迎会」18：30

～に振替のため、通常時間（12：30～13：30）はござ

いません。ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 21 日（月）18：30～ 

[変更後] 10 月 11 日（金）8：00～ 

[場  所] 高遊原 CC 

 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 23 日（水）12：30～ 

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 23 日（水）18：30～ 

[変更後] 10 月 26 日（土）18：30～ 

[場  所] 仙台 メゾンドリアフィーユ 

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10 月 25 日（金）12：30～ 

[変更後] 10 月 25 日（金）8：15～ 

[場  所] 熊本南 CC 

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 10 月 29 日（火）12：30～ 

[変更後] 10 月 29 日（火）未定 

[場  所] 未定 

○東 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 29 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～ 

[変更後] 10 月 30 日（水）18：00～ 

[場  所] 未定 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 31 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 31 日（木）13：00～ 

○西南 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程変更 

[変更前] 11 月 28 日（木）12：30～ 

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～ 

 

新入会員自己紹介 1 回目（松茂信吾君） 

 

 

 

 

 

 

氏名：松茂信吾（まつも しんご）君 

生年月日：昭和51年8月6日 

出身：熊本県 

勤務先：株式会社ダイケン 

趣味：ドライブ・ゴルフ・旅行・芸術活動 

推薦者：坂本幸樹君・三角雄介君 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ３８名 61.29％   ６９.３５％ 

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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委員会報告 

●青少年奉仕委員会（井上雅文君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会より 10/14

（月・祝）「第 7 回熊本県水球競技大会」につきまし

てお知らせです。当日は 7：45 に会場のアクアドーム

集合となっておりますので、ご参加いただける方はよ

ろしくお願いいたします。 

 

●RAC委員会（井上雅文君） 

 RAC 委員会よりご報告です。9/30 の臨時理事会にて、

熊本南 RAC が 2020-21（次年度）年次大会ホストに立

候補することを承認いただきました。10/12 開催の今

年度 RAC 年次大会にて正式決定いたしますが、1 年か

けてしっかり準備していく予定です。提唱 RC として

皆さまにはご支援ご協力いただくことになるかと思

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。また、

今年度 5 名でスタートした熊本南 RACですが、西川尚

希会員より 1名、久峨章義会員より 1名、私の方から

1名紹介させていただき、現在 8名で活動しています。

西部ガス様にご協力いただき、第 1と第 3木曜に例会

を開催しております。メーキャップにもなりますので、

例会にぜひご参加ください。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

●親睦活動委員会（古財良一君・沼野修一君） 

  

  

 

 

 

  皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で

す。10/20（日）「故野田 PG を偲ぶ・エンドポリオゴ

ルフコンペ」を開催いたします。後ほど改めてご案内

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20日（日）10：20集合 

【場 所】KAOゴルフ倶楽部 

【会 費】プレー費12,100円 / 参加費1,000円 

（キャディーなし・食事付き） 

【表 彰】プレー後コンペルームにて 

 [誕生祝］         ［結婚祝］ 

野口泰則君    10.5       沼野修一君   10.10 

藤木正幸君    10.8       斉藤 淳君    10.12 

藤野俊昭君   10.22       柴本幸生君   10.21 

永井富士雄君  10.27       木下貴夫君   10.24 

北口 誠君    10.30     

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [誕生祝］ 

 

●スマイルボックス（田中靖昭君） 

○徳永隆裕様 Ⅱ 

 ヒロ・デザイン専門学校 高校生ファッション画コン

テストへのご後援ありがとうございます。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

 坂本幸樹君 

 松茂信吾さんの入会を歓迎してスマイルいたします。

これから一緒に楽しい熊本南 RC を作っていきましょ

う。また、本日の卓話者 後藤 博会員にスマイルい

たします。これまで以上にかっこよくなるためご教示

お願いします。 

○堀川貴史君・喜讀宣友君・古財良一君・丸山浩之君 

 星野誠之君・三角雄介君・告坂和紀君 

 ヒロ・デザイン専門学校 徳永校長のご来訪を歓迎し

てスマイルいたします。また、松茂信吾会員の入会を

歓迎しスマイルいたします。本日の卓話者 後藤会員

へ、卓話楽しみにしています。 

○松茂信吾君 

 本日、新入会員となりました。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 
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○堀川貴史君 

 昨日、大分で地区管理運営セミナー 規定審議会報告

会を行ないました。無事に終わり、地区での私の仕事

は 80％が終わりました。感謝してスマイルいたします。 

○馬場大介君 

 寿崎奨学生の AHMED MD SHAMIM 君から、先月母国バン

グラデシュに戻り無事結婚しましたと連絡がありま

した。うれしいニュースです。ただ、奥さんを日本に

連れてこちらで永住したいと希望されていて、そのた

めの手続きを教えてとのことで、ご存知の方ぜひお知

恵をください。 

○漆島典和君 

 本日の後藤さんの卓話が楽しみで昨夜は一睡もでき

ませんでした。が、諸用のため早退いたします。申し

訳ありません。 

 

■高校生ファッション画コンテスト 熊本南 RC 賞選定 

 徳永隆裕様（ヒロ・デザイン専門学校長） 

  

 

 

 

 

 「第 16回 田山淳朗賞 高校生ファッション画コンテ

スト in九州・沖縄」熊本南 RC 賞の作品選定が行われ

ました。 

 

●会員卓話（園田修司君） 

 「洋服にまつわる基礎知識」    後藤 博君 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

10/28 会員卓話 寺本光秀君 

11/4 祝日のため休会 

11/11 定款に基づき休会 

11/18 外部卓話 松本国隆様（西日本リサーチ） 

11/25 新入会員卓話 鬼木幹生君 

 

◆10/6（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

10月 6日日曜日、熊本南 RAC10月第 1回例会（熊本南、

熊本北、熊本城東 RAC 合同）が開催されました。ドッ

グレスキュー熊本さんにおいて清掃活動が行われま

した。 


