米山奨学生 ヒラス トウメガス マナル君の卓話「魅力あふれる母国 インドネシア」より

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２５回例会記録（通算第 2835 回）
令和２年（2020）年２月１７日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「われらの生業」

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。

来訪者紹介
ヒラス トウメガス マナル君
（米山奨学生/インドネシア）
山田哲大様・武本英博様
（カウンセラー/熊本 RC）
入部祥子様（オハイエくまもと）
坂本知子様（夫人の会）

本日の来訪者は卓話も担当いただきます、米山奨学生 ヒラス ト
ウメガス マナル君、カウンセラーの山田哲大様、武本英博様、オ
ハイエくまもと 入部祥子様、そして夫人の会 坂本知子様です。7
月から会長を仰せつかっておりますが、夫人の会、家族会とも独
りで参加いたしておりました。申し訳ありませんでした。本日は
姪の結婚式で来ている嫁に参加いただいております。

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 寿崎奨学会委員会 寿崎奨学生報告

さて、先週は夜例会とクラブ協議会を併催いたしましたが出席
率が低く申し訳ありませんでした。今年度は若手会員の出席向上
と会費据え置きの対処を兼ねて夜例会のテスト運営をしておりま
す。連絡周知の方法等改善してまいります。通常例会の出席率に
関しても先輩方からご指摘いただき、出席委員会と再度出席につ

今月・来月の行事

いてはロータリアンの義務ということを頭に、退会犠牲者を出さ

3/6

ずに対応していく所存です。また理事会決定の報告も直後の例会

3/20

日台ロータリー親善会議
＠ホテルニューオータニ博多
RLI パートⅡ＠ホルトホール大分

会長報告にて必ず皆様にお伝えしてまいります。

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

若い会員が増えてきている今こそ、歴史と伝統を重んじ

○菊南 RC～定款に基づき休会

るところと、変えていかねばならぬところを皆で協議し

[日

ていく必要性を感じました。皆様ご協力をお願い申し上

○西南 RC～定款に基づき休会

げます。

[日

以上で緊張の第25回目の会長報告とさせていただき

程] 3 月 18 日（水）12：30～
程] 3 月 19 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

ます。

[日

程] 3 月 19 日（木）13：00～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
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

４１名

64.06％

８５．９４％

出席規定適用免除者

1名

[日

程] 3 月 23 日（月）18：30～

[場

所] 未定

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3 月 25 日（水）18：30～
[変更後] 3 月 25 日（水）19：00～
[場

欠席記録免除者 1名

所] イタリー亭 みやもと

○りんどう RC～熊本第2グループ IM に振替
名誉会員

０名（会員数には含まれません）

[変更前] 3 月 26 日（木）13：00～
[変更後] 3 月 22 日（日）

幹事報告（北口 誠君）

○西稜 RC～定款に基づき休会

1.熊本江南 RC より「創立50周年記念式典お礼」が届い

[日

程] 3 月 30 日（月）18：30～

ております。
2.八代北 RC より「創立50周年記念式典・祝賀会のお礼」

定例理事会報告（坂本研一君）

が届いております。

1.メーキャップ充当について

3.大分城西 RC より「創立30周年記念・祝賀会・記念事

⇒1年間（同一年度内）充当可能（有効）とすることが

業のご案内」が届いております。参加希望の方は申込

承認されました。

書にご記入をお願いいたします。

2.事務局パソコンの買い替えについて

4.2/8熊本江南 RC 創立50周年記念式典を欠席された方に

⇒承認されました。

名札を配布しております。ケースにはクオカードが同
封されておりますのでご注意ください。

委員会報告

5.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

●青少年奉仕委員会（西川尚希君）

位はご参加をお願いいたします。
6.来週（2/24）例会は祝日のため休会です。ご注意くだ
さい。
例会変更のお知らせ
○西稜 RC～職場訪問のため日程場所変更

皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会より「全国

[変更前] 3 月 2 日（月）12：30～

被災地こども DAGASHI リレーin 益城町」開催のご案内

[変更後] 3 月 6 日（金）

及びボランティア参加のお願いです。詳細は後ほど事

[場

務局よりお知らせいたします。多数のご参加をお待ち

所] 熊本地方裁判所

○りんどう RC～合同例会のため時間変更

しております。
（詳細は下記のとおり）

[変更前] 3 月 5 日（木）13：00～

【日

時】2020年3月6日（金）9：00～12：00

[変更後] 3 月 6 日（金）9：00～

【場

所】9：00

[場

所] 全国被災地こども DAGASHI リレーin 益城

○りんどう RC～昼例会に時間変更

益城町立第四保育所

10：20

益城町立益城幼稚園へ移動

12：00

終了

[変更前] 3 月 12 日（木）19：30～

注）ボランティアでご参加いただける方は、8：30に

[変更後] 3 月 12 日（木）13：00～

益城町役場駐車場にお越しください。尚、動きやすい
服装でお願いいたします。
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●社会奉仕委員会（古財良一君）

○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・河津延雄君

三角雄介君・坂本幸樹君・古財良一君
本日の卓話者、ヒラス トウメガス マナル様に心から
感謝します。カウンセラーの熊本 RC 山田様、武本様、
また、入部祥子様、坂本会長夫人 坂本知子様を歓迎
いたします。漆島副会長が本日はご機嫌です。
皆さま、こんにちは。社会奉仕委員会より、3/22（日）

○高宮

宏君

「第 11 回オハイエくまもと とっておきの音楽祭」開

入部さん、ようこそいらっしゃいました。お元気に大

催のご案内です。本日は実行委員長の入部祥子様にお

活躍されておられ、心よりお喜び申し上げます。オハ

越しいただいておりますので、詳細は入部様からご説

イエの大成功間違いなしです。

明いただきます。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）

○河津延雄君
熊本城マラソン無事終了しました。熊本南 RC の出場

【日

時】2020 年 3 月 22 日（日）10：15～17：00

者の皆さま、雨の大会大変お疲れさまでした。来年も

【場

所】辛島公園（オープニング、フィナーレ）、

出場よろしくお願いします。

サクラマチ屋上広場、城彩苑、熊本市現代美術館、

○森本康文君

下通り、新市街、市民会館、RKK アトリウム他

昨日、初めてのマラソン挑戦で熊本城マラソンに参加
し、なんとか完走することができました。雨あり風あ
りの寒い中、沿道で応援していただいた方、運営スタ
ッフの方へ感謝のスマイルです。
○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・三角雄介君

古財良一君・坂本幸樹君
告ちゃん、かわいい女の子誕生おめでとう！
○三瀬広海君
先日は恵方巻をたくさんの方に買っていただきあり
がとうございました。
●スマイルボックス（告坂和紀君）

○寿崎

○武本英博様・山田哲大様（熊本 RC）

肇君

先日の地区チーム研修セミナーには多数のご出席あ

熊本 RC 米山奨学生 ヒラス君の卓話でお邪魔しており

りがとうございました。また、昨日は臼杵中央 RC の

ます、武本と山田でございます。本日は貴重なお時間

創立 30 周年記念式典に出席しました。ロータリーの

をいただき、誠にありがとうございます。ヒラス君が

会合に色々出席させていただき、おかげで元気に過ご

学んだロータリーの理念のもと、日本とヒラス君の母

しております。ありがとうございます。

国インドネシアとの平和の架け橋になってくれるこ

○林田公治君

とを期待しております。R 米山記念奨学会は皆さまの

坂本幸樹会員、告坂和紀会員、ご出産おめでとうござ

ご寄付・浄財だけで運営されています。今後ともご寄

います。心よりお慶び申し上げます。

付をよろしくお願いいたします。

○告坂和紀君

○入部祥子様（オハイエくまもと）

Ⅹ

私事ではありますが、2 月 10 日に第一子となる女の子

いつもオハイエを応援していただき心より感謝しま

が誕生しました。名前は「みお」に決まりました。ま

す。第11回とっておきの音楽祭と、中村哲さん追悼ペ

だ入院中ですが、母子ともに健康です。熊本南 RC に

シャワール支援コンサートの広報をさせていただき

入ってから結婚もでき、子供も授かることができまし

たいと思います。

た。感謝の気持ちを込めてスマイルいたします。あり

○坂本知子様（夫人の会）

がとうございます。

今日は参加できてうれしいです。

○木下貴夫君
本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル
です。
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●米山奨学生卓話（坂本幸樹君）
「魅力あふれる母国 インドネシア」
ヒラス トウメガス マナル君

◆2/20（木）熊本南 RAC 瀧ガバナー訪問例会

2 月 20 日木曜日、熊本南 RAC2 月第 2 回瀧ガバナー訪
問例会が開催されました。熊本南 RC より坂本会長を
はじめ７名のメンバーにご参加頂きました。ありがと
うございました。
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