11/9（土）地区大会にて、水球大会がガバナー賞を受賞しました！

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１４回例会記録（通算第 2824 回）
令和１年（2019）年１１月１８日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」

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、本日の来訪者のご紹介です。卓話者は西日本リサーチ株式
会社 松本国隆様、熊本第一ライオンズクラブより井上貴加志様、

来訪者紹介
（西日本リサーチ株式会社）
松本国隆様
（熊本第一ライオンズクラブ）
井上貴加志様・杉野友一様
藤野香織様・古谷陽一様
（熊本江南 RC）
千原竹雄様・岩永一宏様

杉野友一様、藤野香織様、古谷陽一様、熊本江南 RC より千原竹雄
様、岩永一宏様です。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、11/8（金）～9（土）地区大会で中津に行ってまいりまし
た。全 991 名の登録で熊本南 RC は 13 名登録いただきました。あ
りがとうございました。本大会では瀧ガバナーが高校野球出身と
いうことで 75 クラブの会長とガバナー補佐は「ああ栄冠は君に輝

今日の例会

く」にのって入場行進いたしました。なんと開始時間 45 分も前に

1 今日の歌

集められ、ホストクラブの大分の方々が暗中模索でテキパキ？と

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 鬼木幹生君

やられている姿が微笑ましかったです。その中で熊本南 RC は地区
のガバナー賞をいただきました。水球競技大会で青少年育成奉仕
に尽力していることを讃えられました。これは現在７年間に渡り

今月・来月の行事
11/26 熊本第4 グループIM＠ニュースカイ
12/2 年次総会・年忘れ家族会＠ホテル日航熊本

成長させてきた大会が認められた証と心より嬉しく思います。歴
代委員長さん、そして皆様のご協力のおかげです。ありがとうご
ざいました！

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

事務局より連絡をもらっていたにも関わらず、偶然会場

○西南 RC～熊本第 4 グループ IM 振替のため日程変更

に残っていた時「熊本南ロータリークラブ」と呼ばれ、

[変更前] 11 月 28 日（木）12：30～

何のことかも解らず壇上に上がりました。事なきを得て

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～

ホッとしました。

○中央 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程変更

以上、第 14 回目の会長報告とさせていただきます。

[変更前] 11 月 29 日（金）12：30～
[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～
○平成 RC～年次総会のため日程変更

出席報告（藤山直秀君）

[変更前] 12 月 4 日（水）12：30～

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４２名

67.74％

８０.６５％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

[変更後] 12 月 11 日（水）12：30～
○平成 RC～年次総会のため日程変更
[変更前] 12 月 4 日（水）12：30～
[変更後] 12 月 11 日（水）12：30～

欠席記録免除者 1名

○りんどう RC～職場訪問のため時間場所変更

０名（会員数には含まれません）

[変更前] 12 月 5 日（木）13：00～
[変更後] 12 月 5 日（木）未定

幹事報告（北口 誠君）

[場

所] 未定

1.瀧 満ガバナーより「地区大会並びに公式訪問に対す

○りんどう RC～昼例会に時間変更
[変更前] 12 月 12 日（木）19：30～

る御礼」が届いております。

[変更後] 12 月 12 日（木）13：00～

2.熊本中央 RC より「第11回熊本中央 RC チャリティーゴ
ルフコンペ参加の御礼並びに御報告」が届いておりま

○城東 RC～親睦会のため時間変更

す。

[変更前] 12 月 16 日（月）12：30～
[変更後] 12 月 16 日（月）18：30～

3.熊本西稜 RC より「創立30周年記念・チャリティーゴ

○東 RC～親睦会のため時間変更

ルフ大祭参加のお礼」が届いております。
4.地区事務所より「第7回日台ロータリー親善会議 福岡

[変更前] 12 月 17 日（火）12：30～

大会」のご案内が届いております。参加希望の方は申

[変更後] 12 月 17 日（火）18：00～

込書にご記入をお願いいたします。
（再）

○東南 RC～親睦会のため時間変更

5.八代北 RC より「創立50周年記念式典・祝賀会のご案

[変更前] 12 月 18 日（水）12：30～

内」が届いております。参加希望の方は申込書にご記

[変更後] 12 月 18 日（水）18：30～

入をお願いいたします。（再）

○りんどう RC～夜例会に時間変更

6.姫路南 RC より10月週報が届いております。

[変更前] 12 月 19 日（水）13：00～

7.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

[変更後] 12 月 19 日（水）19：30～
○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

位はご参加をお願いいたします。

[変更前] 12 月 25 日（水）12：30～
例会変更のお知らせ

[変更後] 12 月 22 日（水）未定

○西 RC～熊本第4グループ IM 振替のため時間変更

[場

[変更前] 11 月 26 日（火）12：30～

○平成 RC～親睦会のため日程変更

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～

[変更前] 12 月 25 日（水）18：30～

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 12 月 11 日（日）19：00～

[変更前] 11 月 27 日（水）18：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[変更後] 11 月 27 日（水）18：00～

[日

[場

所] 未定

○北 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 11 月 28 日（木）12：30～
[変更後] 11 月 25 日（月）18：30～

2

所] 未定

程] 12 月 26 日（木）13：00～

定例理事会報告（坂本研一君）

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

1.興梠一喜様の入会について⇒承認されました。

山本博史君

11.3

田中靖昭君

11.1

2.手続要覧 2019 版の購入について

河津延雄君

11.20

木村弘訓君

11.9

⇒全会員分の購入が承認されました。

渕田俊郎君

11.10

3.11/14 水球大会について

玉田光識君

11.15

⇒青少年奉仕委員会 西川委員長より収支の報告。

北口

誠君

11.15

馬場大介君

11.15

坂本幸樹君

11.22

近森栄太郎君

11.22

新入会員自己紹介 3回目（松茂信吾君）

皆さま、こんにちは。私は熊本生まれで、高校は九州
学院、大学は多摩美術大学に進学しました。大学院卒業
後、東京芸大で助手をしておりました。26歳からは多摩
美術大学で11年間非常勤講師を勤めておりました。29歳

●雑誌委員会（高宮

宏君）

の時に株式会社ダイケンに入社、現在14年目です。会社
は来期35周年を迎えますが、これを機に代表職を退任す
る予定です。ただ、会社の代表でなければロータリーに
入れないとうことではないと思っていますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
今月は「ロータリー財団月間」です。まず、横書き
熊本江南 RC 挨拶（千原竹雄様・岩永一宏様）

からです。3ページRI会長メッセージで国連とロータ
リーとの関係について詳しく書かれています。1945年
国連が設立された時に、ロータリーが重要な役割を担
ったこと、また、今月9日より来年6月までに5つの特
別イベントが計画されています。7～13ページまでロ
ータリー財団に関する記事で、財団の最新統計データ、

皆さま、こんにちは。本日は熊本江南 RC 創立50周年

寄付の種類、認証について記載されています。8ペー

記念式典・祝賀会のご案内に参りました。是非多数のご

ジ下段に重要分野における過去5年間のグローバル補

参加をお待ちしております。（詳細は下記のとおり）

助金で、第一位は疾病予防と治療に1億5000ドル、第

【日

時】2020年2月8日（土）15：30～受付開始

二位は水と衛生で約1億ドル使われています。また、

【会

場】ザ・ニューホテル熊本

地図に過去5年間の寄付額合計が出ていますが、日本

【登録料】会員 8,000円

/

ご家族 6,000円

は世界で第三位の約8500万ドルです。しかし、個人一
人当たりの額はシンガポールが600ドルで第一位、日

委員会報告

本は出ておりません。10ページ、寄付分類は特に支援

●親睦活動委員会（大津英敬君・池﨑龍彦君）

したい分野を選ぶことができますし、使われ方ではク

皆さま、こんにちは。すでにご案内しておりますと

ラブの活動でどの補助金を使用するか分かりやすく

おり、12/2（月）は毎年恒例の「年忘れ家族会」を開

解説してありますのでご検討ください。11ページは個

催予定です。今年も皆さまに楽しんでいただけるよう

人寄付の認証について詳細が出ています。是非個人で

イベントを企画しておりますので、是非多数のご参加

の寄付をよろしくお願いします。14ページからインタ

をお待ちしております。尚、申込締切は11/20となっ

ーアクターの活動について、下段に大分県藤蔭高校

ておりますので、回答がお済みでない方は早めのご回

IACの活動記事が出ています。25ページ「日本のロー

答をお願いいたします。

タリー100周年」を祝おう！で記念のピンバッジが用

3

意されています。1個200円です。その下、侃侃諤諤の

○渕田俊郎君・堀川貴史君・原

裕一君

コーナーは「家族はロータリー活動に積極的に参加？

熊本江南 RC 千原竹雄様、岩永一宏様、また、熊本第

それとも・・・」のテーマで原稿の募集がされていま

一ライオンズクラブの皆さまのご来訪を歓迎してス

す。是非どなたか応募をお願いします。35ページ、

マイルいたします。熊本江南 RC 創立 50 周年誠におめ

2021-22年度RI会長にインドのシャカール・メータ氏

でとうございます。

選出の記事が出ています。

○後藤

縦書きに移ります。4～8ページ、東京麹町RC元会長

博君

本日の来訪者 熊本江南 RC 岩永さん、千原さん、また、

久保田智也氏の「ポリオ根絶に向けて わがクラブの

珍しく熊本第一ライオンズクラブの杉野さん、松本さ

先輩」という基調講演の記事が出ています。この記事

ん、古谷さん、井上さん、藤野さんを歓迎してスマイ

を読むと、改めてポリオという病気のことが詳しく分

ルします。

かります。1960年に北海道夕張市にてポリオが発生し、

○喜讀宣友君・古財良一君・原

裕一君・井上雅文君

北海道全土に広がったことにはビックリしました。

ご来訪の松本様、井上様、杉野様、藤野様、古谷様を

1982年に日本でのポリオ根絶が国際的に認められて

歓迎します。また、熊本江南 RC の千原様、岩永様の

います。その後このクラブの会員2名が日本国内の先

ご来訪を歓迎いたします。

駆けとしてポリオ根絶運動をスタートさせ、まず個人

○田中裕司君

で現地へ出向き、それをクラブの活動に据え、次に地

当クラブへの来訪者 熊本第一ライオンズクラブの松

区レベルの活動として拡大させたとのことです。次に

本さん、井上さん、古谷さん、杉野さん、藤野さんを

21ページ下段、柳檀に中津RC 古田聖二会員の句、26

歓迎いたします。皆さんとある異業種交流会で仲良く

ページ下段、臼杵RCの奉仕活動の記事、27ページに大

させていただいたメンバーでびっくりしました。松本

分中央RACの募金活動の記事が出ています。

さんの卓話を楽しみにしています。
○松茂信吾君

●会員維持増強委員会（原

裕一君）

Ⅱ

11 月 8 日に長女が生まれました！怜那（れいな）と呼
びます。
●外部卓話（北口

誠君）

「探偵業について」
松本国隆様（株式会社西日本リサーチ）
皆さま、こんにちは。11/21（木）戦略計画・会員
維持増強委員会合同 IM を開催します。今後のクラブ
について色々話し合いたいと思っていますので、関係
各位はご参加のほど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）
○千原竹雄様・岩永一宏様（熊本江南 RC）
本日は来年2月8日開催の創立50周年のご案内でお邪
魔いたしました。皆さま、ご登録をよろしくお願いい
たします。

◆11/8（金）～9（土）地区大会 in 中津

○坂本研一君・漆島典和君・北口
河津延雄君・高宮

誠君・園田修司君

宏君

本日のご来訪者 松本国隆様、井上貴加志様、杉野友
一様、藤野香織様、古谷陽一様、熊本江南 RC 千原竹
雄様、岩永一宏様を歓迎いたします。松本様の卓話を
非常に楽しみにしています。人生勉強として一言も漏
らさず拝聴させていただきます。
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