本日の卓話 落語家 桂竹紋様、楽しい時間をありがとうございました！
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［ 今月/来月 ］
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行 事

第２６回例会記録（通算第 2836 回）
令和２年（2020）年３月２３日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」

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
桂竹紋様（落語家）
坂口みゆき様
木村 初様
（熊本西南 RC/次年度 G 補佐）

ご無沙汰しています、2 月 17 日例会より丁度ひと月です。休会判
断が正しかったのか分かりません。またご不満もあったと思いま
す。申し訳ありません。逆に本日の例会強行にご不満があるかも
しれません。本日の例会開催は藤野俊昭会員のご栄転による退会
もあり、そして皆様同士近況報告も大事だと考えました。新型コ
ロナごときに振り回されて、もううんざりですが、当社では地震、

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 井口由美子様（井口行政書士事務所）

台風、クレーム、その他事故等起きた場合「せっかく起きたのだ
から大事にしよう」と言っています。新型コロナも同様で、せっ
かくなので自社内の体制強化に役立つことをやろうと取り組んで
おります。もちろん皆様の企業でもそう動かれていると思います、
せっかくなのでこれを機に熊本南 RC も考えていかねばと感じまし

今月・来月の行事

た。そんな中、今日は笑うことで免疫力を上げていただきたく卓

未定

話の時間では落語家 桂竹紋さんに卓話をお願いしております。熊
本出身であられ今眼鏡屋さんの CM でもおなじみだと思います。

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

彼の落語はゲラゲラ笑えますので皆様大声で笑ってい

例会変更のお知らせ

ただき免疫力をグンと上げてください。

○熊本 RC～定款に基づき休会

さて、今日はプログラム盛りだくさんなのでひとつだ

[日

程] 4 月 10 日（月）12：30～

け 2 月 17 日定例理事会決定の報告をいたします。メー

○熊本 RC～定款に基づき休会

キャップは現在前後 2 週間までというルールになってお

[日

りますが、変更があり RI より 1 年間有効にとの決定が

○熊本 RC～定款に基づき休会

なされています。出席に対しての「義務」は変わりませ

[日

程] 4 月 17 日（月）12：30～
程] 4 月 24 日（月）12：30～

んが、「出席率」についての考え方を変えていこうとの
こと。当クラブでは 1 年間有効という形に決めさせてい

定例理事会報告（坂本研一君）

ただきました。しかしそれは「出席率」という数字のあ

1.藤野俊昭会員の異動に伴う退会について

そびであって本来の例会に出席して親睦と友情を深め

⇒3/31付退会が承認されました。

る、に関しては一切変わっておりません。良くご理解の

2.濵﨑剛自様の入会について

上活用ください。

⇒承認されました。

以上、第 26 回目の会長報告とさせていただきます。

3.今後の例会開催について
⇒4 月例会の通常開催が承認されました。
（4/6、4/13、4/20）

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

４７名

73.44％

７９．６９％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

■2020-21（次年度）地区役員委嘱伝達式
□古財良一君（RYLA 委員会 委員）
□網川

久君（RYLA 委員会 委員）

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（北口 誠君）
1.第2720地区 瀧ガバナーより「国際大会中止のご案内」
が届いております。
2.熊本西稜 RC より「創立30周年記念プログラム変更の
ご連絡」が届いております。（ご案内は後日改めて）
3.本渡 RC より「創立60周年記念式典・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。
2020-21（次年度）ガバナー補佐挨拶（木村

4.大分城西 RC より「創立30周年記念式典・祝賀会のご

初様）

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。
5.姫路南 RC より2月週報が届いております。
6.第2720地区 硯川昭一ガバナーエレクトより次年度地
区役員委嘱状が届いております。（古財良一会員・網
川

皆さま、こんにちは。次年度ガバナー補佐を仰せつか

久会員）

りました、熊本西南 RC 木村です。ロータリー歴は 41 年

7.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

です。本日は次年度のご挨拶にお伺いしました。ガバナ

位はご参加をお願いいたします。

ー公式訪問ですが、熊本第 4 グループは年度初めの 7 月

8.来週（3/30）例会は祝日のため休会です。ご注意くだ

に予定されています。何かとお忙しい時期とは思います

さい。

が、皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。1 年間
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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退会挨拶（藤野俊昭君）

皆さま、こんにちは。異動に伴い 3 月末にて退会する
こととなりました。熊本南 RC には 2 年間在籍、おかげ
さまで楽しいロータリーライフを満喫させていただき
ました。4 月より島根県松江市にございます山陰支社勤
務となります。島根は皆さまご存知の出雲大社がありま
すし、日本酒の酒蔵が 30 か所あるそうです。鳥取には
16 か所あるとのことですので、お越しの際はぜひお立ち
寄りください。また、蟹、しじみ、鰻、ワカサギと美味
しい食べ物も豊富です。後任も入会させていただく予定
ですので、引き続きよろしくお願いいたします。熊本南
RC 皆さまのますますのご発展を心より祈念申し上げま
す。ありがとうございました。
●親睦活動委員会（網川

委員会報告

久君）

[誕生祝］

●青少年奉仕委員会（西川尚希君）

今村浩昭君

皆さま、こんにちは。開催予定でした、3/6（金）
「全
国被災地こども DAGASHI リレーin 益城町」は新型コロ

［結婚祝］
3.4

永井富士雄君

3.2

漆島典和君

3.9

丸山浩之君

3.2

後藤 博君

3.14

高宮 宏君

3.6

桑原幸雄君

3.15

藤山直秀君

3.9

寿崎 肇君

3.16

古財良一君

3.26

園田修司君

3.27

ナウィルス感染防止対策のため残念ながら中止とな
りましたが、主催側の好意で用意されていた駄菓子を
いただけることになり、私と北口幹事、熊本りんどう
RC 会員の2名と益城町の保育園を訪問しお渡ししてま
いりましたのでご報告申し上げます。

［結婚祝］

[誕生祝］
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●雑誌委員会（高宮

宏君）

○德永隆正君
次年度ガバナー補佐の木村様のご来訪を歓迎いたし
ます。
○田中裕司君
本日の卓話者 桂竹紋様は 15 年くらい前の若かりしお
笑い芸人であった頃、たくさん遊びを教えたこともあ

今月は水と衛生月間です。しかし今月はコロナ月間か

り立派な芸人さんになられたようです。どれくらい面

もしれませんね。世界中に蔓延し我々のクラブ例会も

白くなっているか期待しています。

2 月 17 日が最後で 3 月 2 日～16 日は休会となり本日

○藤野俊昭君

やっと開催されました。本日は時間の制約もあります

2 年間お世話になりました。3/27 離任で山陰支社勤務

ので簡単にします。8～15 ページは水と衛生月間の記

となります。松江にお越しの際はぜひお立ち寄りくだ

事です。この中に驚くべきことが出ていました。22 億

さい。後任もよろしくお願いいたします。

人に安全な飲料水がない、またトイレのない生活者が

○德永隆正君

約 7 憶人、飲み水と不衛生な生活のため毎日 700 人を

推薦者の齊藤直信会員と入会依頼初めてお会いしま

超える子供が死亡していると出ています。日本は恵ま

した。新人ですのでよろしくお願いします。

れていますね。16 ページにはローターアクターの記事、

○松茂信吾君

下段に日田中央 RAC の活動が出ています。18～23 ペー

弊社で開発しております、勤怠管理アプリの「キャス

ジは RI 会長エレクトのボルガ・クナーク氏の記事で

タイム」が年度末カード決済可能になります。宣伝さ

す。ドイツ出身の会長エレクトは初めてとのことです。

せてください。よろしくお願い申し上げます。

縦書きに移ります。4 ページに自然災害の記事です。

○吉永彰一君

一読してみてください。20 ページ柳壇に大分中津 RC

ご無沙汰しています。

古田聖二会員の句が出ています。27 ページに大分

○古財良一君

1985RC「芋掘りを終えて」の記事、30 ページ「声」の

オハイエの音楽祭が中止になりました。来年頑張りま

コーナー下段に佐伯 RC 亀川隆久会員の記事が出てい

す。コロナウィルスのばか！

ます。
●外部卓話（坂本幸樹君）
●スマイルボックス（告坂和紀君）
○木村

桂竹紋様（落語家）

初様（熊本西南 RC）

2020-21硯川年度 ガバナー補佐を拝命いたしました
木村でございます。前任同様ご協力をお願い申し上げ
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
本日の卓話者 桂竹紋様と来訪者の坂口みゆき様、熊
本西南 RC 木村 初様を歓迎いたします。藤野俊昭会
員、今までありがとうございました。山陰支社に行か
れても昼も夜も大活躍されてください。また、桂竹紋
さんの卓話が楽しみすぎて昨日はまったく眠れませ
んでした。ゲラゲラ笑う準備はバッチリです。
○高宮

宏君

Ⅱ

木村様のご来訪を心より歓迎いたします。また、コロ
ナの影響でやっと皆さまの笑顔を見ることができ元
気が出ました。元気に元通りの生活に戻りましょう。
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