熊 本 南 RAC 会 員 の 皆 さ ん 、 今 年 度 の 活 動 報 告 お 疲 れ さ ま で し た ！
！

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２８回例会記録（通算第 2838 回）
令和２年（2020）年６月８日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「それでこそロータリー」

会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんにちは。今日も例会参加ありがとうございます。

来訪者紹介
出雲貴士君（熊本南 RAC）
長谷川 司君（熊本南 RAC）
島崎 哲君（熊本南 RAC）
木下 晃君（熊本南 RAC）

本日の来訪者及び卓話者は熊本南 RAC より出雲貴士君、
長谷川
君、島崎

哲君、木下

司

晃さんです。楽しみにしております。後

ほどよろしくお願いいたします。
さて、今年度例会も残り 4 回です。今日で感染者ゼロが 1 ヶ月
とのことです。このままゼロ行進したいなあと心より祈念します。

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 新入会員卓話 興梠一喜君
今月・来月の行事
6/15 第4 回クラブ協議会＠ホテル日航熊本
6/21 2020-21（次年度）地区研修・協議会
（オンライン開催)
7/7 硯川ガバナー公式訪問例会＠ホテル日航熊本

先週例会で退会者ゼロとお話ししましたが、翌日、寺本光秀会員
（タクシー業）より新型コロナでの業務悪化で人員削減により退
会させてくださいとのことでした。できれば時期を見て復帰を視
野に、立て直しをしていかれるとのことです。心よりお待ち申し
上げます。ということで残念ですが今日の理事会で承認させてい
ただこうと思います。当クラブでも今回のコロナ禍で影響が大き
く出ているところ、小さく出ているところ様々です。新しい経営
のやり方、運営の仕方を模索され実践されてると思います。先週
は堀川会員より卓話で新しいロータリーライフについてお話しい
ただき

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

ただきました。同様に各会員企業で取り組まれてること

○江南 RC～昼例会に時間変更

を発表していいよと言われる方がいらっしゃれば壇上

[変更前] 6 月 10 日（水）18：30～

に上がっていただき PR 等していただきたく思います。

[変更後] 6 月 10 日（水）12：30～

ちょうど期末で委員会報告も少なく、その時間に入れる

○西南 RC～昼例会に時間変更

ことができると考えます。それが皆さま企業へのヒント

[変更前] 6 月 11 日（木）18：30～

になったりするかと思います。また少しづつでも仕事の

[変更後] 6 月 11 日（木）12：30～

支援になればと考えます。そこで、私は九州クラフト工

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

業という特殊印刷の町工場を生業にしております。シー

[変更前] 6 月 11 日（月）19：30～

ル、ステッカー、食器洗い洗剤等の特殊インモールドラ

[変更後] 6 月 11 日（月）19：00～

ベルがメインです。この度のコロナ禍で弊社は特別なこ

[場

とはやっておりません。社員の感染防止策が中心です。

○中央 RC～昼例会に時間変更

業績はというと食品用ラベル、サニタリー、消毒用ラベ

[変更前] 6 月 12 日（金）18：30～

ルの需要が上がりましたので例年通りのところで推移

[変更後] 6 月 12 日（金）12：30～

しています。皆さまの企業の新たな取り組み等ありまし

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

たら、弊社としてお役に立つラベルがきっとご提案でき

[変更前] 6 月 17 日（水）12：30～

ると思います。因みにカタログに貼ったり封緘に使った

[変更後] 6 月 17 日（水）18：00～

りする1色印刷1,000枚くらいなら1万円かかりません。

[場

お気軽にお声掛けいただけるとうれしいです。というよ

○西稜 RC～定款に基づき休会

うな感じで希望があれば発表していただければと思い

[日

ます。今日はグッドタイミングで岡本直樹会員からお電

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

話いただき、壇上に上がっていただくことになりました。

[変更前] 6 月 23 日（火）12：30～

ご期待ください。

[変更後] 6 月 23 日（火）18：30～

以上、第28回目の会長報告とさせていただきます。

[場

所] お料理まじま

所] 未定
程] 6 月 22 日（月）18：30～

所] ロシア料理 ボルガ

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6 月 23 日（火）12：30～

出席報告（藤山直秀君）
会員数

出席数

出席率

６４名

４０名

63.49％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

[変更後] 6 月 23 日（火）18：00～

前々回
修正出席率

[場

所] 火の国ハイツ

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6 月 24 日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1名

[日

０名（会員数には含まれません）

程] 6 月 24 日（水）18：30～

○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6 月 24 日（水）12：30～

幹事報告（北口 誠君）

[変更後] 6 月 24 日（水）未定

1.第2720地区 瀧ガバナーより「ロータリー財団・年次

[場

寄付協力に対する御礼」が届いております。

所] 未定

○りんどう RC～定款に基づき休会

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

[日

位はご参加をお願いいたします。

程] 6 月 25 日（木）13：00～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6 月 29 日（月）18：30～

例会変更のお知らせ

[場

所] 未定

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

○西 RC～定款に基づき休会

[日

程] 6 月 8 日（月）18：30～

[日

[場

所] 松屋本館

○05福祉 RC～定款に基づき休会

○西 RC～定款に基づき休会
[日

[日

程] 6 月 9 日（火）12：30～
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程] 6 月 30 日（火）12：30～
程] 6 月 30 日（火）12：30～

定例理事会報告（坂本研一君）

についてですが、やはり一堂に会する会合よりもデジ

1.オハイエくまもと支援金について

タル配信等を利用したオンライン会議が主体となる

⇒次回例会時に会長より支援金の詳細（使用目的等）説

でしょう。23～29ページはローターアクターに関する

明を行う。

記事です。是非 RAC 委員会の方々は読んでください。

2.寺本光秀会員の退会について

37～38ページ、プラスチックごみゼロ運動の記事です。

⇒承認されました。

今や全世界の問題となっています。買い物袋を必ず持
参しましょう！49ページに我々2720地区 瀧ガバナー

委員会報告
●雑誌委員会（高宮

の記事が出ています。54～55ページに韓国米山学友会
宏君）

の記事です。韓国出身の米山学友は現在約4,500人で
す。私の全くの個人的意見ですが、これだけの人が日
本で学んで自国に住んでいるのに日本を正しく理解
しようという発言の機運もないのには失望します。63
ページ「2020年ロータリー バーチャル国際大会」が6
月20～26日開催されます。理事の方は参加されてはい

新型コロナウィルスの影響により、今回は5月・6月

かがですか？65ページ、来年の国際大会は台湾 台北

合併号が発行されましたので紹介します。まず、4～5

で開催されます。2021年6月12～16日の予定です。姉

ページにマーク・ダニエル・マローニーRI 会長の

妹クラブもありますので全員参加を。楽しいですよ！

「President’s message」より、ハワイロータリアン

縦書きに移ります。15ページ、千歳 RC 福田武男会

の友人から「アロハ」とはお互いに敬意と愛情を持つ

員の「ロータリーの魅力を語り継ごう」の記事、これ

ことだと教えられたそうで、見返りは何も求めずに、

はロータリーの原点を本当に分かりやすく説明され

人を思いやり、大切にする精神だとのことです。今ま

ています。是非読んでください。特に新入会員の方は

では軽い挨拶ぐらいに思っていましたが、改めて深み

読んでください。22ページ、歌壇に熊本中央 RC 波佐

のある言葉だと勉強しました。そして会長は、新型コ

間英樹会員の歌が、柳壇に大分中津 RC 福澤廣明会員

ロナウィルスが広がる中、世界は一変しました。以前

の川柳が出ています。

には思いも寄らなかったような形でつながらざるを

以上で今年度雑誌委員会の報告は終了です。ご協力

得なくなり、私たちの適応力が試されていますと述べ

ありがとうございました。

られています。9～13ページ侃侃諤諤のコーナー、今
回は「災厄で見直される ロータリー活動の価値と
は？」のテーマで、10ページ釧路北 RC 坂入信行会員
の記事より、ｃ）休会になった分の食事費を原費とし
て社会奉仕活動に使用する、ｄ）新型コロナウィルス
の状況によっては、次年度も対応策の継続を行う、と
あります。我がクラブも一考に値するのではないでし

岡本直樹会員より「GoTo キャンペーン」のご案内がご

ょうか？11ページ、坂戸さつき RC 岡部みゆき会員の

ざいました。

記事、今は会員増強ではなく会員維持の時であり、企
業が疲弊している現実を強く受け止め、ロータリー関

●スマイルボックス（告坂和紀君）

連費用の捻出方法、個人負担金の思い切った意識改革

○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・三角雄介君

が必要ではないかと書かれています。現状に即した提

河津延雄君

言かもしれません。14～15ページ、ロータリークラブ

本日ご来訪の熊本南 RAC メンバーを歓迎いたします。

の活動（国内編）は各地区、各クラブの新型コロナウ

活動報告楽しみにしております。

ィルスに対する活動の記事ですが、やはり大半はマス

○井上雅文君・馬場大介君・園田修司君・鬼塚貴志君

クを送った活動です。我々2720地区も大分県、熊本県

田中裕司君

にマスクや防護服を寄贈しています。18～29ページ、

本日は出雲会長はじめ、RAC メンバーのご来訪を歓迎

全34地区緊急アンケート「どうする？地区会合」です。

します。本日の卓話 熊本南 RAC 活動報告、次年度年

特に我々に関係があるのは Q.3「地区研修・協議会」

次大会の PR 楽しみにしています。
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○木下貴夫君

Ⅱ

熊本南 RAC 出雲委員長はじめ、会員のご来訪を歓迎し
ます。西部ガス イケメン営業マンの出雲会長は今月
末で会長を退任します。仕事とロータリー活動の両立
お疲れさまでした。後任は私の娘こと、西部ガス営業
部の木下

晃さんです。就任するとの報告がありまし

た。仕事、お酒、ゴルフと何でもできるハンサムウー
マンですので、皆さまのご指導をよろしくお願いしま
す。
●熊本南 RAC 卓話（井上雅文君）
「2019-20 年度活動報告・第 36 回年次大会のご案内」

◆6/4（木）熊本南 RAC 例会

【例会予定】
6/22（月）常任委員長退任挨拶
6/29（月）会長・副会長・幹事退任挨拶
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