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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

2/1    地区補助金管理セミナー 

＠アスパル富合ホール 

2/15   地区チーム研修セミナー＠熊本学園大学 

2/29-3/1 会長エレクト研修セミナー 

     ＠ホテルキャッスル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

令和２年（2020）年１月２０日 
斉唱 国歌 君が代 

   ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

本庄伸子様（地区管理運営委員長/宇佐 RC） 

寺尾康輔様（地区管理運営副委員長/熊本城

東 RC） 

大石 勉様（地区管理運営委員/玉名 RC） 

1/14（火）新年会＠松葉より。今年もよろしくお願いします！  

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。

本日の来訪者は地区管理運営委員会より本庄伸子様、寺尾康輔様、

大石 勉様、卓話者は管理運営部門長 堀川貴史会員です。後ほど

よろしくお願いいたします。 

まず、本日は新しい仲間をお二人、徳永隆正さん、澤田貴宏さ

んを迎えるということで心が弾んでおります。年明け 7 日の新春

合同例会は 430 名の参加と聞いております。当クラブも 43 名参加

と大勢のご参加ありがとうございました。また 9 日の熊本南 RAC

例会も書き初めを行いジワリと盛り上がりました。8名の会員です

が良くまとまりができていると感じます。14 日の新年会はいつも

のように盛り上がりすぎ、オンとオフを上手く使い分ける仲間が

いっぱいいると思うと心から嬉しく思います。二次会がなんとボ

ーリング大会で、とりあえず声が出なくなるくらい叫び続けまし

た。 

さて、ひとつ皆さんに入れておかなければならない情報、考え

て欲しい案件があります。ローターアクトの件です。2019 年 RI

の規定審議会でローターアクトがロータリアンになるということ

が決定しました。その件で 2/20熊本南 RAC 例会に瀧ガバナーが来 
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られて説明されるそうです。当然私も出席するつもりで

す。今は不明点ばかりですが年齢制限の件、人頭分担金

が発生する等の問題も出てきます。井上 RAC委員長と打

ち合わせしながら考え、そして皆さんに報告していきた

いと思います。1月の別名「睦月」には家族や親しい人

と仲良く睦み合うという意味が込められているそうで

す。ご多用な毎日の中で、なおざりにしていた心の触れ

合いや懐かしい思い出話に花が咲く憩いのひと時。ゆっ

たりと流れる時間の中ではきっと普段言えないような

ことも改めて伝えられる気がします。 

以上、第21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.佐伯 RC 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。参加希望の方は申込書にご記

入をお願いいたします。 

2.姫路南 RC より11月週報が届いております。 

3.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。 

4.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。 

 

例会変更のお知らせ 

○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 

○東南 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 1 月 29 日（水）12：30～ 

[場  所] 熊本アイ・ビー産業 

○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～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 2 月 4 日（火）12：30～ 

[変更後] 2 月 9 日（日）15：00～ 

[場  所] 熊本城稲荷神社 

○りんどう RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 2 月 20 日（木）13：00～ 

[変更後] 2 月 20 日（木）14：00～ 

 

定例理事会報告（坂本研一君） 

1.熊本南 RAC について⇒RAC 委員会より例会時に軽食

（500 円/人）支出することが承認されました。 

2.ヴィジターフィーについて 

 ⇒例会食事代値上げに伴い、現行通常 3,000 円、100

万ドルランチ 2,500円を一律 3,000円とすることが承

認されました。 

 

■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） 

□喜讀宣友君（RLI 委員会 委員） 

 

新入会員自己紹介 1 回目（徳永隆正君） 

 

 

 

 

 

氏名：徳永隆正（とくなが たかまさ）君 

生年月日：昭和24年5月27日 

出身：熊本県 

勤務先：有限会社とくなが 

推薦者：齊藤直信君・久峨章義君 

 

新入会員自己紹介 1 回目（澤田貴宏君） 

 

 

 

 

 

氏名：澤田貴宏（さわだ たかひろ）君 

生年月日：昭和48年9月17日 

出身：大阪府 

勤務先：SMBC日興証券株式会社熊本支店 

趣味：ゴルフ・ランニング 

推薦者：久峨章義君・坂本研一君 

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 

６５名 ４３名 67.19％   ７４.６０％ 

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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新入会員自己紹介 3 回目（興梠一喜君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。私の趣味はゴルフです。会員の

皆さんもゴルフをされる方が多いようですので、コンペ

等ございましたらお気軽にお声掛けください。今後とも

よろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

 

 

 

 

 

今月は職業奉仕月間です。3ページRI会長メッセー

ジは職業奉仕に関するメッセージです。ロータリアン

1人1人の職業を社会に奉仕する機会として重んじる

心に基づいています。どんな職業であっても誠実に常

に「四つのテスト」に従って働けば、誰もが世界に大

きく貢献できると述べられています。ここで復習です

が、新入会員の方も多いのでロータリーには四大奉仕

部門があり、第一がクラブ奉仕、第二が職業奉仕、第

三が社会奉仕、第四が国際奉仕です。各クラブそれぞ

れの部門を基に振り分けられ活動しているわけです。

現在はこれに青少年奉仕が加わり五大奉仕と言われ

ています。クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年

奉仕は身体を動かす活動が主体ですが、職業奉仕は理

念のようなものですので、自らの日常の生活の中で考

えながら仕事等の中で行動することであると思いま

す。8～16ページはそれぞれの地区で職業奉仕活動の

中心をされた方々2名の報告です。20ページに日本の

ロータリー100周年のご案内が出ています。11月24日

開催です。24～27ページ「侃侃諤諤」のコーナーで「例

会の席は固定派？それともシャッフル派？」に各クラ

ブ会員の意見が出ています。会員の親睦のために創意

工夫をされているようです。32ページ、ローターアク

トの方針に関する変更が出ています。2020年7月1日か

ら実施です。特に大きく変わったところは年齢制限が

なくなったところでしょう。18歳以上制限なしです。  

  縦書きに移ります。9 ページ、東京山王 RC 与儀み

どり会員の記事で、皇室・宮家の婚礼仕度を担当され

ている美容師さんです。16ページ、札幌東 RC 青木功

喜会員の「例会出席」の記事が出ていますが、メーキ

ャップの有効期限が前後 14 日間から同年度内に変更

になったことに関して異論を唱えておられます。例会

出席の意義は、単なる出席ではなくロータリーを学ぶ

ことにある、特に新会員には欠かせない義務であると

あります。少し硬い考えかもしれませんが私のような

古い会員は理解できます。21 ページ、歌壇に水前寺公

園 RC 北里美知子会員、柳壇に中津 RC 福澤廣明会員

の句が出ています。23 ページ、熊本東南 RC の伝承遊

びの集いの記事が出ています。 

 

●親睦活動委員会（寺本光秀君） 

  [ 結婚祝 ]        [ 誕生祝 ]           

堀川貴史君    1.23    網川 久君  1.10 

藤野俊昭君  1.24   喜讀宣友君  1.25 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○本庄伸子様・寺尾康大輔様・大石 勉様 

             （地区管理運営委員会） 

 本日はよろしくお願いいたします。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・三角雄介君 

河津延雄君・坂本幸樹君 

 宇佐 RC 本庄様、熊本城東 RC 寺尾様、玉名 RC 大石様

のご来訪を歓迎いたします。また、本日の卓話者 堀

川会員の卓話を楽しみにしております。皆さま心して

お聞きください。 

○喜讀宣友君・今村浩昭君・馬場大介君・西川尚希君 

 2720 地区管理運営委員会の規定審議会報告で本庄様、

寺尾様、大石様のご来訪を歓迎します。本日は報告楽

しみにしています。 

○久峨章義君・野口泰則君・北口 誠君・永井富士雄君

沼野修一君 

 ロータリーライフ 37年の徳永さん、BIG な方の入会お

めでとうございます。熊本南 RC は若い会員が多いの

で教育を手伝ってください。お手柔らかにお願いしま

す。また、SMBC 日興証券 澤田さんの入会を歓迎いた

します。 
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○高宮 宏君 

 大ベテラン徳永様の入会を心より歓迎します。また、

11日（土）に新国立競技場に行ってきました。試合は

早稲田に負けましたが、競技場は素晴らしいものでし

た。但し、座席の前後が狭く移動される方の時は立た

ねばなりません。外国人の多いオリンピックは大変で

しょう。 

○徳永隆正君 

 本日より入会いたします。よろしくお願いします。 

○澤田貴宏君 

 本日正式に入会できました記念日でございますので

スマイルさせていただきます。 

○寿崎 肇君 

 寿崎育英財団奨学生指導会での河津延雄様、堀川貴史

様の講話に学生皆さん感激しておりました。ありがと

うございました。皆さまのおかげで寿崎育英財団も公

益財団法人となり昭和 55 年創立以来現在 150 名の奨

学生に奨学金を支給しております。 

○大津英敬君・告坂和紀君 

 先週の新年会及びオークションを無事終えることが

できました。皆さまに感謝してスマイルさせていただ

きます。 

 ✩1/14 新年会オークション 90,550 円・二次会スマイル

18,520円。ご協力ありがとうございました✩ 

○漆島典和君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○古財良一君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○森本康文君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（坂本幸樹君） 

 「出前管理運営セミナー」     堀川貴史君 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1/14（火）新年会＠松葉 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


