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1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 会員卓話 堀川貴史君 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/22  第2回熊本市域RC会長・幹事会 

    ＠ザ・ニューホテル熊本 

1/25  RLIパート1＠ホルトホール大分 

2/1   地区補助金管理セミナー 

＠アスパル富合ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2020年熊本市域 RC新春合同例会 
令和２年（2020）年１月７日 

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

   2F「ストリングス」 

司会 熊本西 RC 德田竜之介様/本田桂子様 

開会・点鐘 熊本西 RC会長 磯野新二様 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

熊本西 RCソングリーダー 上妻陽一様 

 

1 月 7 日（火）2020 年熊本市域 RC 新春合同例会＠ニュースカイホテル  

ご来訪者及び参加クラブ紹介（磯野新二様/熊本西 RC会長） 

熊本県知事  蒲島郁夫様 

熊本市長   大西一史様 

RI第 2720地区ガバナーエレクト 硯川昭一様 

RI第 2720地区パストガバナー  寿崎 肇様 

RI第 2720地区パストガバナー  永田壮一 様 

RI第 2720地区 熊本第 3Gガバナー補佐  川口公二様 

RI第 2720地区 熊本第 4Gガバナー補佐  出田晴彦様 

熊本県ロータリー奨学会理事長  小野友道様 

米山奨学生 ヒラス トゥメガス マナル君（熊本 RC） 

米山奨学生 ハバソト ルイス フランシスコ君（熊本東 RC） 

米山奨学生 李靖清（リ セイセイ）君（熊本東南 RC） 

米山奨学生 ジャルマ ゴバル君（熊本グリーン RC） 

米山奨学生 李晨妍（リ チェン イェン） 君（熊本西稜 RC） 
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会長代表報告（磯野新二様/熊本西 RC） 

 

 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

市域ロータリークラブの会長を代表致しましてご

挨拶申し上げます。 

まず最初に、合同事務局でお世話になっておりま

す熊本西南ロータリークラブ様、熊本中央ロータリ

ークラブ様にご助力頂き、今日の新春合同例会を迎

えられました事を心より感謝申し上げます。 

去年重大な変化がありました。昨年の 9 月 8 日に

秋田で開催された「全国豊かな海つくり大会」の式

典にて、両陛下は正面を向かれて、背後には国旗・

県旗・大会旗が掲げられていました。「国歌斉唱」

のアナウンスで、両陛下は後ろを向かれて国旗を見

上げられました。前年の平成天皇陛下は正面を向か

れたままでした。こうやって少しずつ令和流が出て

くるのでしょうか？4 大行幸の「全国植樹祭」「国

民体育大会」「国民文化祭」は、全て国旗は陛下の

正面に在ります。詳しいことは学者の方にまかせま

しょう。 

今日は、令和になりまして最初の新春合同例会で

す。ロータリークラブも令和流で発展していくこと

と思っております。 

それでは、今日出席頂いております皆様方の今年

1 年のご健康と、皆様方の会社の今年 1 年の更なる

ご発展をご祈念申し上げまして、私の本日のご挨拶

とさせて頂きます。本日のご出席、誠に有難う御座

います。 

 

ご来賓祝辞（蒲島郁夫様/熊本県知事） 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

熊本市域ロータリークラブの会員の皆様におかれま

しては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。皆様がそれぞれの地区において様々な社会貢献活動

に積極的に取り組んでおられることに、深く敬意を表しま

す。また、日頃から県政の推進にあたり、ご理解とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も引き続き、会

員の皆様が相互の連携を深められ、活動の場を更に広げて

いかれますことを期待しております。 

さて、昨年は、元号が「平成」から「令和」へとかわ

る大きな節目の年でしたが、本県では 2 つの大きな国際

スポーツのイベントがありました。ラグビーワールドカ

ップにおいては、2 試合が本県で開催されました。国内

外から多くの方々が訪れ、大いに盛り上がりました。日

本代表のベスト 8進出というさらに嬉しい出来事もあり

ました。 

また、本県単独での開催となった女子ハンドボール世

界選手権においても、目標であった 30 万人を超え、歴

代 2位となる 31万 5748人の皆様に世界トップレベルの

プレーを観戦いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

この歴史的な 2つの大会を成功させることができたのも、

ご支援、ご協力をいただいた多くの皆様のおかげであり、

あらためて感謝を申し上げます。一方で、熊本に未曾有

の被害をもたらした熊本地震の発生から 3年 8ヶ月が経

過しました。皆様から多くのご支援をいただき、復旧・

復興は着実に進んでおります。重ねて、感謝を申し上げ

クラブ名 参加人数 

熊本 68 

熊本南 43 

熊本東 30 

熊本江南 50 

熊本西南 28 

熊本北 4 

熊本東南 30 

熊本西 10 

熊本菊南 12 

熊本城東 26 

熊本中央 28 

熊本グリーン 17 

熊本平成 24 

熊本西稜 21 

熊本水前寺公園 10 

熊本'05福祉 9 

熊本りんどう 12 

合計 424（名誉会員 2 含） 
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ます。熊本県では、今後も被災された方々について、お

一人お一人の状況や意向を丁寧に把握しながら、一日も

早い生活再建と被災地の創造的復興の実現に向け、全力

を尽くして参ります。皆様方には、引き続きご理解とご

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、熊本市域ロータリークラブの更

なるご発展と、会員の皆様の益々のご健勝とご活躍を心

から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

ご来賓祝辞（大西一史様/熊本市長） 

 

 

 

 

 

 

 

新年、明けましておめでとうございます。  

本日は、「熊本市域ロータリークラブ新春合

同例会」にお招きいただき、誠にありがとうご

ざいます。また、本会が多くの皆様のご臨席の

もと盛大に開催され ますことを心からお 慶び

申し上げます。熊本市域ロータリークラブの皆

様におかれましては、日頃より、会員相互の活

発な交流を通じて、地元経済の発展にご尽力を

いただきますとともに、崇高な奉仕の精神のも

と、様々な社会貢献活動を展開されております

ことに、心から敬意を表する次第でございます。 

さて、昨年、本市では、熊本地震で被災され

た方々の生活再建に取り組むとともに、新市民

病院の開院や熊本城ホールの開業をはじめ、ラ

グビーワールドカッ プや女子ハンドボー ル世

界選手権大会の開催など、震災からの復興、そ

して更なる飛躍に向 けた 取組を全力で進 めて

まいりました。  

新たに迎えました本年は、引き続き被災者一

人ひとりに寄り添っ た 支援 を最優先に取 り組

むほか、教育の質の向上や健康寿命の延伸、交

通の利便性向上に向けた取組など、熊本の未来

への礎づくりを着実 に進めて まいりたい と考

えております。  

また、四月に熊本城特別見学通路の完成に伴

う特別公開第二弾の開始や、十月にはアジア・

太平洋地域の首脳、閣僚が水問題を考える国際

会議「第四回アジア・太平洋水サミット」の開

催を予定しており、市域を超えた地下水保全の

取組や熊本地震から の力強い復興を国内 外に

発信してまいります。  

本市としましては、震災からの復興とともに、

地域主義の理念のもと「誰もが憧れる上質な生

活都市くまもと」の実現に向け全力で取り組ん

でまいりますので、皆様におかれましては、な

お一層のお力添えを 賜りますようお願い 申し

上げます。  

結びに、本年が皆様にとりまして素晴らしい

一年になりますことを、心から祈念申し上げま

して、新年の挨拶とさせていただきます。  

 

幹事代表報告（本田一夫様/熊本西 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

1.瀧 満ガバナー事務所より「国際奉仕のつどいセミナ

ー開催のご案内」が届いております。 

 【日  時】2020年2月23日（日）13：00～ 

【場  所】大分県消費生活・男女共同参画プラザ「ア

イネス」 

2.佐伯ロータリークラブより「創立60周年記念式典及び

祝賀会のご案内」が届いております。 

【日  時】2020年3月7日（土）14：30～記念講演 

              17：15～式典・祝賀会 

【場  所】佐伯文化会館 大ホール/ホテル金水苑 

【登録料】12,000円 

 

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 

○西 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 1 月 26 日（日）8：30～ 

[場  所] 熊本県民総合運動公園 
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○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 1 月 29 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 29 日（水）18：00～ 

[場  所] 松扇 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 30 日（木）13：00～ 

 

閉会・点鐘（磯野新二様/熊本西 RC） 

 

懇親会 13：00～ 

（司会：倉橋博正様・本田一夫様/熊本西 RC） 

アトラクション（和太鼓 輝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯（出田晴彦様/熊本第 4G ガバナー補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告（麻生田栄壽様/熊本西 RC） 

スマイル金額合計 386,000 円 

公益財団法人熊本県ロータリー奨学会へ寄贈 

 

県 R 奨学会目録贈呈 

（磯野新二様/熊本西 RC・小野友道様/県 R奨学会理事長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各ロータリークラブよりお知らせ 

 

万歳三唱（弥頭幾久雄様/熊本菊南 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手に手つないで（上妻陽一様/熊本西 RC） 

 

閉会の辞（石坂敏明様/熊本西 RC） 

 

 

 

 

【例会予定】 

 1/27 会員卓話 久峨章義君 

 2/3  調整中 

 2/10 クラブ協議会例会③ 

 2/17 米山奨学生卓話 ヒラス トゥメガス マナル君 

 2/24 祝日のため休会 

 

 

 

 

 

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 ４３名 69.35％   ７７.７８％ 

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） 


