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令和２年（2020）年６月２２日 
斉唱 国歌 君が代 

   ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

ございません 

坂本会長年度も残りわずか。ラストスパートです！ 

！ 

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。

先週月曜は昼例会と夜クラブ協議会と二度も足を運んでいただき

ありがとうございました。今年度次年度の合同ではありましたが、

次年度事業中心で進めさせていただきました。委員会予算の件や

壽崎奨学生の件で多少時間を使わせていただきました。次年度も

まだまだコロナ禍は続くようになると思いますが、元気なロータ

リーライフを送れるような取組みをやっていただけるよう感じま

した。 

18日木曜は熊本南 RACの最終例会に出席させていただきました。

出雲会長も最後の例会で、1年を振り返り次年度へ繋げていくプロ

グラムを準備されて有意義な例会でした。年初から見るとたった1

年で皆面々が成長されてました。やはり若さだなと感じました。

私は熊本南 RAC 例会10回参加を約束しておりましたが叶わず、次

年度に4回出席いたします。次年度の熊本南 RAC は地区大会も受け

頑張るそうなので我々も全面的に協力するつもりでございますと

話してまいりました。井上雅文委員長との信頼が感じられた最終

例会でした。井上委員長お世話になりました。 
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さて、私事ですが昨日は弊社営業マンの結婚披露宴

でした。まだコロナ禍ではあるとの認識でしたが新婦

が妊婦でギリギリであること、新婦お父様のご病気が

安定してること、料亭さんも全面協力いただき対策を

とっていただけたことでなんとか決行できました。新

郎のお父さんとは披露宴をやるやらないで何度もケ

ンカになったそうです。確かにそうだと思います。そ

んな御両親でしたがやっぱり皆様のおかげでできて

よかったと号泣されてました。今のご時世、中止延期

が相場ですがキチンと対策、準備8割の体制で臨めば

大成功がおさめられると営業マンに教わりました。本

当によい結婚披露宴でした。ここ数ヶ月ほとんど飲ん

でなかったので異常なテンションになってしまいま

した。皆様もこれから元の酒量に戻っていくと思いま

すがくれぐれもお気をつけください。（笑） 

以上、第30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.第2720地区 瀧ガバナーより「退任に当たっての御礼」

が届いております。 

2.台北大同扶輪社より「ロータリー国際大会 in 台北開

催のご案内」が届いております。  

3.例会終了後「今年度臨時理事会」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.今年度臨時理事会終了後「次年度臨時理事会」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。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 29 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（火）12：30～ 

 

 

○西稜 RC～G 公式訪問例会のため日程変更 

[変更前] 7 月 6 日（月）18：30～ 

[変更後] 7 月 7 日（火）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 14 日（火）12：30～ 

 

2019-20 年度 臨時理事会報告（坂本研一君） 

1.基金口座への資金振替について 

⇒一般会計より 1,000,000円振替が承認されました。 

2.寿崎奨学会寄付について 

⇒一般会計より寄付金支出が承認されました。（次年度

の寄付金徴収なし） 

3.堀川貴史会員の 2022-23年度ガバナー就任予定につい

ての報告がございました。 

 

2020-21 年度 臨時理事会報告（河津延雄君） 

1.休会日について 

⇒8/31、12/28、3/29、5/31 が承認されました。 

2.予算案の承認について 

⇒承認されました。（ただし、委員会 IM 費補助なし。別

途会場費支出の場合は領収証を提出） 

3.7/7 ガバナー公式訪問について 

⇒7/6 例会を振替、ネクタイ着用とする。  

 

新入会員自己紹介 2 回目（濵﨑剛自君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。4 月から大阪より熊本に異動し

てまいりました、朝日生命保険相互会社熊本支社長を務

めさせていただいております濵﨑です。コロナ禍の影響

で皆さんも同じかと思いますが、弊社も大きな打撃を受

けております。働き方も在宅勤務、テレワークに変わら

ざるを得ない状況になりつつあり、今までになかった創

意工夫が施されているように感じます。同業他社さんで

はタブレット端末を活用し、非対面での営業をされてい

るところも出ているようです。不慣れではございますが、

仕事もロータリー活動も頑張りたいと思っております

ので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

委員会報告 

ございません 

出席報告（田中靖昭君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ４２名 66.67％ ８２．５４％ 

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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●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・三角雄介君 

 河津延雄君 

 本日の常任委員長退任挨拶楽しみにしております。い

よいよ本年度の例会も残り 1 回です。次週のことを考

えると涙が止まりません。 

○原 裕一君 

 会員維持増強委員長として大したこともできないま

ま 1 年が過ぎてしまい、お詫びのスマイルです。 

 

●常任委員長退任挨拶 

○会員維持増強委員長（原 裕一君） 

2019-2020 年度は、新型コ

ロナウィルスの影響もあり

大した仕事も出来ないまま

終わる事になり申し訳なく

思います。来期も又、会員維

持増強のお役に立てるように今期オファーをしてい

た新入会員予定者に再度アタックして入会して頂く

ように促して参りたいと思います。今年度 1 年ご指導

ご鞭撻賜り大変お世話になりました。 

  

○クラブ広報委員長（雑賀庸泰君） 

 クラブ広報委員長の雑賀

です。 

 さて、今年度の重点目標及

び活動方針として「クラブの

活動を外部に向けてアピー

ルする」、「紙媒体以外の活用の浸透化、広域化」、「マ

イロータリーへのアカウント登録の促進」を掲げまし

たが実現できておりません。コロナでかまびすしくな

って以降はやむを得ないとしても反省しかありませ

ん。諸先輩方から、勉強の機会を与えるとの配慮から

任ぜられている部分も大いにあると思いますので、せ

っかくの機会を漫然と過ごさぬよう、今後は気を付け

ていきたいと思います。本業が忙しいのは確かですが、

ロータリーの業務を具体的に日々のスケジュールに

組み込んでいくようにしようと、今ここで心新たにし

ております。 

  話変わって昨日は、貴重な勉強の機会と思い、オン

ライン地区研修協議会に zoom 参加しました。参加と

言っても視聴しただけですが、配信された内容は非常

によくできていて心打たれました。準備に携わられた

方は本当に大変だったと思います。事務所から視聴し、

また半日に及ぶこともあり、頭に入らなかった点も多

くこれも反省です。とにかく、ロータリー活動にきち

んと集中しなければならないと思った次第です。精を

出して取り組んできたいと思いますので今後もご指

導よろしくお願いいたします。 

 

○クラブ管理運営委員長（丸山浩之君） 

 今年度、クラブ管理運営委

員長を仰せつかりました丸

山です。本委員会の役割に

「クラブの効果的な運営の

ために活動する」とあり、ま

さしくクラブの根幹を担う、出席、プログラム、スマ

イル、親睦活動、会計の週 1 回の例会に深く関わる重

要な委員会と認識しております。 

まず、田中靖昭出席委員長は出席率向上のため、あ

まり顔を見ない会員への声掛け等、執行部と連携して

取り組まれました。プログラムの坂本幸樹委員長は、

持ち前の行動力と根回しで外部卓話はもちろん内部

卓話にも目を向け、堀川地区管理運営部門長による出

前卓話や歴代会長による卓話など、趣向を凝らせ楽し

い時間を作っていただきました。スマイルの告坂委員

長は明確な目標を掲げ、半ば強引な全員スマイルを強

行し、一部の会員から辛辣な激励を受けながらも臆す

ることなく肥やしにし、見事にやり遂げていただきま

した。親睦活動の大津委員長は持ち前の繊細さとセン

スの良さを武器に、私たちに楽しい時間を提供してい

ただきました。特に年末の家族会では子供たちが楽し

めるコーナーや一生の想い出になった似顔絵コーナ

ーなど家族みな喜んでおりました。会計の玉田委員長

は本業の強みを生かし、事務局 東さんと連携して組

織において重要な会計、監査に尽力いただきました。

各委員長の素晴らしい活躍に心よりお礼申し上げ、ま

た、会員各位のご協力に感謝し、退任の挨拶といたし

ます。1 年間ありがとうございました。 

 

○奉仕プロジェクト委員長（河津延雄君） 

 奉仕プロジェクト委員会

委員長の河津でございます。

奉仕プロジェクト各委員会

の委員長をはじめ、委員の皆

さん 1 年間お疲れさまでし

た。職業奉仕委員会の「職場訪問」や社会奉仕委員会

のオハイエくまもと「とっておきの音楽祭」は残念な

がら新型コロナウィルスの影響で中止となりました

が、10 月 14 日開催されました、熊本南ロータリーク



 
 

 

 

 

4 

ラブ杯「第 7 回熊本県水球競技大会」は西川委員長を

はじめ、約 20 名の会員のお手伝いもあり大成功を収

めました。私は初めて参加させていただきましたが、

選手の皆さんの好プレイに感動しました。尚、水球大

会につきましては青少年育成奉仕に尽力していると

して、11 月 9～10 日に大分県中津で開催されました国

際ロータリー第 2720 地区大会でガバナー賞を頂きま

した。今年はコロナの影響が心配されますが、是非開

催されることを願っています。RAC、IAC では井上雅文

委員長、森本康文委員長に頑張っていただきました。

お仕事お忙しい中、RAC、IAC 例会参加や 2 月 20 日の

西部ガスで行われました熊本南 RAC瀧ガバナー訪問例

会も無事終了されました。本当にお疲れさまでした。

国際奉仕、世界社会奉仕、姉妹クラブの各委員長さん、

委員の皆さん、8 月の台北大同 RC との短期青少年交換

留学事業はホストファミリーの皆さんのご協力で無

事終了しましたが、次年度は残念ながらコロナの影響

で中止が決定しました。来年 6 月 12 日からの台湾で

の国際大会は開催される予定ですので大勢で参加で

きればと考えています。寿崎奨学会、米山奨学会の委

員の皆さんもお世話になりました。コロナ禍の中です

が次年度会長として精一杯頑張りたいと思います。ご

協力よろしくお願いいたします。 

 

○R 財団委員長（星野誠之君） 

 本年度の R 財団委員長の

星野です。坂本年度もあと少

しとなり、R 財団の委員長の

任期もあと少しとなりまし

た。本年度を振り返えると、

以下のような活動を行いました。 

(1)ロータリー財団委員長として、地区研修会への参加

地区補助金を利用する条件として、2019 年 2 月に次

年度のロータリー財団委員長である私と次年度会長

予定の坂本会員の 2人で地区研修会に参加しました。

また、研修会参加後、当会としてのロータリー財団

地区委員会に対して MOU を提出し、地区補助金の申

請資格を取得しました。 

(2)地区補助金の申請手続き 

熊本南 RC の青少年奉仕事業である「青少年育成熊本

県高等学校水球競技大会」に対する地区補助金の申

請手続きを実施しました。事業予算 41万円に対して、

20 万円の地区補助金を無事受給できました。 

(3)ロータリー財団への寄付の依頼 

熊本南 RC の会員に対して R 財団への寄付を募り、以

下のような寄付をいただきました。 

① ガバナー公式訪問時のスマイル  42,000 円 

② 年次寄付            410,400 円 

③ 会員からの寄付          10,000 円 

④ 100 万ドル食事の寄付        55,125 円 

 合計                517,525 円 

ポリオ根絶に向けた募金もお願いしました。最近のポ

リオ発生国としてはパキスタンとアフガニスタンが

報告されていますが、テレビ報道によればアメリカ同

時多発テロ事件の首謀者とされている、イスラーム過

激派テロ組織「アルカーイダ」の指導者ウサーマ・ビ

ン・ラーディンの暗殺が影響を与えているとのことで

す。2011 年 5 月 2 日、10 年間の追跡の末に、アメリ

カ軍特殊部隊はパキスタンのアボッターバードに潜

伏していたビン・ラーディンを急襲の上で殺害したと

されていますが、このときポリオの検査員に扮したア

メリカのスパイが潜伏先の調査をしていたことから、

その後パキスタン国民が警戒するようになり、ポリオ

の検査が進まなくなったとのことでした。思わぬこと

がポリオ根絶に影響を与えていることから、まだまだ

時間がかかる可能性がありますが、根気強く根絶に向

けた努力が必要であると感じました。私の任期は終わ

りますことから、グローバル補助金等の活用について

は次年度の委員長予定者である雑賀会員にお願いし

たいと思います。力不足で大した貢献もできませんで

したが、会員の皆様には寄付等快く協力していただき、

本当にありがとうございました。今後もロータリー財

団の活動に協力していただくようお願いいたします。 

 

◆ご報告とお願い（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。本日はご報告とお願いで登壇

させていただきました。坂本会長からお話がございま

した通り、2022-23 年度 熊本第 4 グループのガバナー

をお引き受けさせていただくこととなりました。ただ、

私は熊本南 RC のメンバーですので、会員皆さまのご

推薦やご協力なくしてこの役目を果たすことはでき

ません。不安な面は多々おありかと思いますが、何卒

ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  


