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 今日の例会 

7/25 2022-23第1回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本 

7/31 2022-23第38回IAC年次大会＠オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年（2022）年６月６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 

松下涼太様様 

（熊本県サッカー協会 事務局長） 

6/6（月）歳祝い親睦会より。玉田光識会長・倉嵜保広会員おめでとうございます！ 

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 26 回例会です。卓話は外

部卓話者として熊本県サッカー協会事務局長の松下涼太様にお越

し頂いております。松下様、本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

まず、先週の理事会報告をいたします。新入会員の入会が承認

されました。日本航空株式会社熊本支店長西原口香織様です。損

保ジャパンの野間さんに次ぐ二人目の女性会員の入会です。来週

は 3 人の新入会員が例会に参加される予定です。 

次に、昨日は第 13 回オハイエくまもと「とっておきの音楽祭」

があいにくの雨のなか開催されました。我が熊本南ロータリーク

ラブから私、馬場幹事、社会奉仕委員会の古財さん、森本さん、

雑賀さん他が参加しました。熊本南ロータリークラブには入部理

事長から感謝状の贈呈があり、私がクラブを代表して頂きました。 
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さて、本日は歳祝い会ということで今年の該当者は倉

嵜会員の還暦、古稀の私の二人です。先ほど代継宮にて

漆島禰宜様より歳祝いのお祓いをして頂きました。他の

会員の方々も参列して頂き心より御礼申し上げます。あ

りがとうございました。 

歳祝いをして頂いた我々はこれからも健康に留意して

ロータリー活動に精進していこうと思います。 

以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.本日（6/6）の歳祝い親睦会は、18：30～ホテル日航

熊本 5F「阿蘇」にて開催いたします。ご参加の方は

よろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 13 日（月）12：30～ 

[変更後] 6 月 13 日（月）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6 月 13 日（月）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 15 日（水）12：30～ 

[変更後] 6 月 15 日（水）18：30～ 

[場  所] 料亭俱楽部 喜楽 

○西稜 RC～ハイブリッド例会に変更 

[日  程] 6 月 20 日（月）18：30～ 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 6 月 23 日（木）13：00～ 

[変更後] 6 月 23 日（木）19：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 24 日（金）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（月）12：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（月）18：30～ 

 

 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 28 日（火）18：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 29 日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 29 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（木）13：00～ 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（三瀬広海君） 

    ［誕生祝］                ［結婚祝］ 

玉田光識君  6.13        山本 円君  6.6  

濵﨑剛自君  6.15        倉嵜保広君  6.15 

 齊藤直信君  6.18          原 裕一君  6.17 

久峨章義君  6.18          田中裕司君  6.20   

渡辺 茂君   6.19          桑原幸雄君  6.27 

田中裕司君  6.20 

三好正太君  6.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

   

   

 

 

 

皆さま、こんにちは。6/5（日）「オハイエくまもと 

第13回とっておきの音楽祭」が会員の皆さまはじめ、

RAC5名、IAC20名にも参加いただき無事終了いたしま

した。心よりお礼申し上げます。次年度も引き続きご

支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６０名 ４５名 ７６．２７％ 

出席規定適用免除者 2 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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●RAC 委員会（森本康文君） 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。昨日開催されました「オハイエく

まもと 第13回とっておきの音楽祭」には RAC 委員5名

も参加いたしました。RC 会員や IAC 会員との交流もで

きよい経験になったと思います。また本日は RAC 原口

会員が新規就農でスイカを作られているということ

で注文の問合せをいただきました。ご案内を配布して

おりますのでご協力をよろしくお願いいたします。 

 

2022-23（次年度）プログラム委員会報告（西川尚希君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度プログラム委員会よりお

願いです。本日受付にて配布いたしておりますが、次年

度プログラム委員会の目標及び活動方針の一つ「会員卓

話の充実」を目的にアンケートを実施いたします。ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 

2022-23（次年度）ガバナー補佐報告（後藤 博君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は 6/18 日（土）～19（日）開

催の「第 25回 国際ロータリー日本青少年交換研究会 熊

本会議」についてのお願いです。主催は RIJYEM、ホスト

地区が第 2720 地区、熊本江南 RC、熊本城東 RC と当クラ

ブがコホストクラブとなっております。皆さまには会場

設営、当日の運営・進行のお手伝い等をお願いできれば

と思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

    

●スマイルボックス（林田公治君） 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君 

 本日の卓話者 熊本県サッカー協会 松下涼太様のご

来訪を歓迎します。卓話楽しみにしております。また、

私事でもありますが、歳祝いを迎えられた方にスマイ

ルさせていただきます。今夜の親睦会を楽しみにして

います。 

○渕田俊郎君・堀川貴史君・永井富士雄君・河津延雄君

北口 誠君・原 裕一君・西川尚希君・大津英敬君 

谷口英樹君・林田公治君 

本日の卓話者 松下涼太様を歓迎します。また、歳祝

いを迎えられました玉田会長、倉嵜会員、誠におめで

とうございます。今後ますますのご健勝を祈念いたし

ます。 

○沼野修一君 

 本日の卓話者 松下涼太様に心より感謝します。卓話

楽しみにしております。 

○藤山直秀君 

 本日の卓話者 松下涼太様に心から感謝します。熊本

県サッカー協会事務局長として協会活動について素

晴らしい卓話を期待します。 

○森本康文君 

 本日の卓話者 松下涼太様を歓迎します。先週末開催

された県高校総体弓道大会で古財ジュニアと森本ジ

ュニアが所属する九州学院が準優勝となり、7 月に開

催される九州大会へ出場が決まりましたので喜びの

スマイルです。 

○漆島典和君 Ⅹ 

 本日午前中より古希の玉田会長、還暦の倉嵜会員、応

援団で御参拝いただきました会員の皆さまへ心より

感謝しスマイルいたします。 

○古財良一君 Ⅱ 

 オハイエくまもと音楽祭は雨でしたが楽しく無事終

わりました。ありがとうございました。玉田会長はじ

め、馬場幹事、森本 RAC 委員長、雑賀会員、坂本研一

会員、喜讀会員、北口会員、RAC 会員、IAC 会員、本

当にお世話になりました。また、松下涼太様、ここで

会えてうれしいです。卓話楽しみです。 

○德永隆正君 Ⅱ 

 歳祝いの皆さま、おめでとうございます。同業組合の

総会で職業奉仕のため親睦会は欠席します。親睦会の

ほうが楽しいのですが・・・ 

○原 裕一君 

 昨日、我が熊本マーベリックスというアメフトチーム

がグリーンボウルジュニアトーナメントの3回戦でX3

リーグのイワクニサイドワインダーズに 10 対 3 で勝

ちました。私もこのチームの創立期の初代クォータｰﾊ

バックとして何度も勝ってきましたが、今回がそれ以

上にうれしく思いましたのでスマイルします。2 回戦

も勝つと信じています！ 

○松茂信吾君 

 弊社ダイケンが、6 月から冷凍自動販売機「どひえも

ん」の代理店になりました。よろしくお願いします。 
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○玉田光識君・倉嵜保広君 Ⅱ 

 本日は午前中に代継宮様での神事、夜は歳祝い親睦会

とありがとうございます。これからも健康に留意しロ

ータリーライフを楽しみたいと思います。本日はあり

がとうございます。  

○後藤 博君・今村浩昭君・林田公治君・内田泰生君 

 齊藤会員、先日は大変楽しい一日をありがとうござい

ました。リフレッシュできました。またよろしくお願

いいたします。 

○齊藤直信君 

 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（松茂信吾君） 

「スポーツを通したまちづくり～熊本県フットボー

ルセンター構想～」       松下涼太様 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/20（月）常任委員長退任挨拶 

6/27（月）会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

■6/5（日）オハイエくまもと「第 13 回とっておきの音

楽祭」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■6/6（月）年祝い祈願祭・親睦会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


