今年最後の卓話 宇城市教育長 平岡和徳様「年中夢求」より
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ロータリーソング
「それでこそロータリー」

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。
本日のご来訪者は宇城市教育長 平岡和徳様、SMBC 日興証券㈱ 澤
田貴宏様です。平岡和徳様には卓話をご担当いただきます。お話

来訪者紹介
平岡和徳様（宇城市教育長/大津高校サッカ
ー部総監督）
澤田貴宏様（SMBC 日興証券株式会社）

を楽しみにしております。後ほどよろしくお願いいたします。
さて、先週 12/19 熊本西南 RC にメーキャップに行ってまいりま
した。北口幹事のお父上もいらっしゃると言うことで手厚くもて
なされました。壇上で挨拶をと言われましたがお断りし、
「今日伺

今日の例会

ったことに対しては、皆様ご察しください」とプンプン匂うスマ

1 今日の歌

イルをしてまいりました。翌 12/20 日は熊本南 RAC 例会忘年会に、

2 来訪者紹介
3 代表会長・幹事報告
4 熊本市域RC 新春合同例会

アクター8 名と井上雅文委員長はじめ、我々は 6 名の参加で行い来
年への思いを語り合いました。レベルの高い子ばかりで熊本のミ
ライも明るいと感じたとこでした。井上委員長のリーダーシップ

今月・来月の行事
1/22
1/25
2/1

第2 回熊本市域RC 会長・幹事会
＠ザ・ニューホテル熊本
RLI パート1＠ホルトホール大分
地区補助金管理セミナー
＠アスパル富合ホール

は大したものと改めて感じました。また先週の例会で壽崎パスト
ガバナーより嬉しいスマイルをいただきました。私も 2720 地区で
堀川さんはガバナーに一番近い存在だと考えます。我々熊本南 RC
に於いても人望がありますし適任と考えます。しかし堀川さんも
いろいろ悩まれた結果、現段階では難しいと結論を出されました。
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丁寧な文章をいただきましたので代読させていただ

○西 RC～親睦会のため日程場所変更

きます。
（文章は割愛）

[変更前] 1 月 28 日（火）12：30～

機が熟し、堀川さんより行きますとの声が上がれば熊

[変更後] 1 月 26 日（日）8：30～

本南 RC 一丸となりガバナーとして送り出しをしまし

[場

ょう！その時は皆様ご協力お願い申し上げます。

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

所] 熊本県民総合運動公園

尚本日は2019年最後の例会です。と同時に今日で半

[変更前] 1 月 29 日（水）12：30～

期終了となります。私ごときが会長という重責を担え

[変更後] 1 月 29 日（水）18：00～

たのも、皆様の暖かき友情からだと心より感謝いたし

[場

ております。あと半期ありますが河津エレクトとの繋

○りんどう RC～定款に基づき休会

ぎをメインに出席率向上も視野に入れ、熊本南 RC が

[日

所] 松扇
程] 1 月 30 日（木）13：00～

永遠に繋がる一助となりますよう頑張りたいと思い
ます。また、来る年が皆様にとって最高の年になりま

臨時理事会報告（坂本研一君）

すこと心より祈念いたします。

1.澤田貴宏様の入会について

⇒

承認されました。

以上、第19回目の会長報告とさせていただきます。
■2020-21年度地区役員委嘱伝達式（坂本研一君）
□今村浩昭君（クラブ管理運営委員会 委員）
□馬場大介君（クラブ管理運営委員会 委員）

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

６４名

４０名

63.49％

７５.８１％

□三角雄介君（青少年奉仕委員会 委員・危機管理委員
会 委員）
□堀川貴史君（RLI 委員会 委員）
□喜讀宣友君（RLI 委員会 委員）

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

□寿崎

肇君（諮問委員会 委員）

□後藤

博君（地区副幹事）

□林田公治君（地区副幹事）
幹事報告（北口 誠君）
1.硯川昭一ガバナーエレクトより「第2720地区 2020-21
年度地区役員委嘱状」が届いております。
2.例会終了後「臨時理事会」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。
3.今年の例会は本日で最後です。来週（12/30）は「定
款に基づき休会」です。また、来年第1回目（1/6）例
会は1/7（火）
「熊本市域 RC 新春合同例会」12：30～
＠ニュースカイホテルに振替のためございません。ご
注意ください。
例会変更のお知らせ
○平成 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 1 月 22 日（水）12：30～
[変更後] 1 月 22 日（水）18：30～
[場

所] 未定

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 1 月 27 日（月）18：30～

[場

所] 未定
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★ポールハリスフェロー認証表彰（坂本研一君）

ます。もう一度襟を正し、皆さまに喜んでいただける仕

✩堀川貴史君（2回目）

事をしていきたいと思います。今後ともよろしくお願い

✩原

いたします。

裕一君（5回目）

おめでとうございます！

委員会報告

※ポールハリスフェロー認証：ロータリー財団に 1,000 米ドル以上を

ございません

寄付された方を認証するプログラム

●スマイルボックス（告坂和紀君）
退会挨拶（斉藤 淳君）

○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
本日の卓話者 宇城市教育長の平岡和徳様を歓迎いた
します。また、本日ご来訪の SMBC 日興証券 澤田貴宏
様を歓迎いたします。本日は今年最後の例会になりま
す。皆さま方のロータリー活動へのご協力に感謝いた
皆さま、こんにちは。12月をもちまして熊本から異動

します。よいお年をお迎えください。

することが決定し退会することとなりました。来年3月

○藤山直秀君

で着任より丸3年ですので節目の時期と思っておりまし

本日の卓話者 平岡和徳様の卓話をサッカーファミリ

たが、残念ながら少し前倒しでの異動となります。着任

ーとして楽しみにしています。平岡様の長男と同じ年

した時は熊本地震から1年後でまだビニールシートも多

の我が三男が、7 人組ダンス＆ボーカルユニットとし

く街の風景も地震の傷跡が残っておりましたが、サクラ

て 12 月 18 日 CD メジャーデビューしました。

マチの開発もあり日を追うごとに風景も変わってきま

○沼野修一君

した。皆さまによくしていただいたおかげで公私ともに

平岡様、本日の卓話楽しみにしております。お忙しい

大変充実した約3年間を過ごすことができました。本日

所ありがとうございます。皆さま、平岡様のお嬢様が

は後任の澤田がオブザーバーとして参加させていただ

RKK の報道記者で頑張っておられます。応援よろしく

いております。私以上のパフォーマンスを出すと豪語し

お願いします。

ておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

○古財良一君

本当にありがとうございました。

平岡和徳様、息子が大津高校サッカー部で大変お世話
になりました。ありがとうございます。

新入会員自己紹介 2回目（興梠一喜君）

○斉藤

淳君

Ⅴ

3 年弱という短い期間でしたが、皆さまには大変お世
話になりました。最高の熊本ライフを満喫できたこと
もひとえに熊本南 RC の皆さまのおかげです。後任の
澤田は私以上のパフォーマンスを見せると意気込ん
でおりますので引き続き皆さまのご指導をよろしく
皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介は仕事につい

お願いします。本当にありがとうございました。また、

てお話したいと思います。私は平成7年に大和ハウス工

最後の例会ではありますが、引継ぎがありますため早

業に入社し富山支店に勤務、富山は12～2月まで雪が降

退させていただきます。

るところでその3ヶ月は経済が止まってしまうという非

○齊藤直信君

常に厳しい地域ですが、12年間住宅を販売しておりまし

Ⅱ

2020 年から出席第一！努力します。

た。富山は中部エリアに入るのですが、当時中部エリア

○寿崎

肇君

で112名が入社しました。現在残っているのは32名、富

今日は 2019 年最後の例会です。この 1 年間病院を 3

山では12名の新入社員がいましたが私が残っているだ

つはしごしました。今「ルームス上南部」に住んでお

けです。約12年前に九州に異動し、まず思ったのは12ヶ

り、足が弱いだけで極めて元気です。来年は出席 100％

月間仕事ができるという喜びです。また、皆さまご存知

への努力をいたします。ロータリー出席のため元気が

かと思いますが、弊社の問題でご迷惑をおかけしており

目標です。
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○藤野俊昭君
今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
○木下貴夫君
今年最後の例会で誠に申し訳ございませんが業務都
合のため早退します。お詫びのスマイルです。皆さま
どうぞよいお年をお迎えください。
○興梠一喜君
メリークリスマス！今日は所用のため早退します。お
詫びのスマイルです。
●外部卓話（坂本幸樹君）
「年中夢求」
平岡和徳様
（宇城市教育長/大津高校サッカー部総監督）
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