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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

7/27 クラブ協議会① 

7/30 第1回熊本市域RC会長・幹事会 

   ＠ニュースカイホテル 

 

 

 

 
令和２年（2020）年７月１３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」 

 

来訪者紹介 

ございません 

 

 

 

 

2020-21 河津会長年度執行部の皆さん、1 年間よろしくお願いします！  

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。前回の例会は今年度 1 回目でしたが、硯川ガバナ

ー公式訪問例会のため会長の就任挨拶は割愛させていただきました。今日

は後ほど改めて就任挨拶をさせていただく事になりますので、ここでは簡

単な挨拶とさせていただきます。 

まずは先日からの豪雨災害で被害にあわれました皆さんにお見舞い申

し上げます。先週の硯川ガバナー公式訪問例会では硯川ガバナーから今年

1 月サンディエゴで開催されました 2020 年国際協議会報告など非常に分

かり易いアドレスを頂きました。また例会前に行われました会長・幹事面

談では様々な質問やご意見を頂き、今年度の目標達成の指針となりまし

た。 

さて、7 月 4 日に 2720 地区熊本のクラブ新会長、ガバナー補佐が集ま

り、硯川年度キックオフ懇親会がホテルキャッスルで開催されました。当

日は先々週の豪雨災害の日に当たり、人吉地区・八代地区など一部の会長

が欠席となりましたが、大分からは瀧前ガバナーも夫人同伴で参加されま

した。そこで再来年度ガバナーと成られます当クラブの堀川ガバナーノミ

ニーのご紹介も行われました。本来ならば先週報告するところでありまし

たが、硯川ガバナー公式訪問のために遅くなりまして誠に申し訳ございま

せんでした。以上、簡単ではございますが会長報告とさせていただきます。 

 

 

 

第２回例会記録（通算第 2843 回）  

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

定例理事会報告（河津延雄君） 

1.暑気払い＆新入会員歓迎会について 

⇒8/3（月）18：30～「HERO海」開催が承認されました。 

（新入会員：德永隆正君・澤田貴宏君・興梠一喜君・濵﨑剛

自君・木村 崇君） 

2.2019-20（前年度）歳祝い親睦会について 

⇒開催が承認されました。日時等詳細は未定。 

3.堀川ガバナー年度に向けての積立金について 

⇒2020-21（今年度）、2021-22（次年度）の 2 年間（年間 10,000

円/人）が承認されました。 

4.豪雨災害お見舞い金について 

⇒取り急ぎ、台北大同扶輪社からの寄付 1,000,000 円を人吉

RC へお渡しすることが承認されました。 

 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.姫路南 RC より、豪雨災害お見舞い及び6月週報が届いておりま

す。 

2.例会終了後、「定例理事会」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。 

3.7/27（月）例会は、卓話の時間に「第1回クラブ協議会」を開催い

たします。事業予定のある委員長は資料の提出をお願いいたし

ます。 

4.7/16（木）は事務局員人間ドック受診のため終日不在します。ご

迷惑をおかけします。よろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 22 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 22 日（水）18：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 7 月 29 日（水）12：30～ 

[変更後] 7 月 29 日（水）18：00～ 

[場  所] ボナペティ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 29 日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 29 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日 程] 7月 30 日（木）13：00～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 12 日（水）12：30～ 

 

新入会員自己紹介 2 回目（木村 崇君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。私は父親が炭鉱関係の会社に勤めてお

りましたので福岡県筑豊地区の近くで生まれ育ちました。中学

生の頃「青春の門」の撮影が行われ、大竹しのぶさんが来られ

たのを覚えています。コロナ禍の影響を受け弊社も5月まで自

粛しておりましたが、6月より活動を再開しております。改め

て人に会える時間は贅沢な時間だと思えるようになりました。

今回入会させていただき、適度な緊張を感じながら、多くの方

とお会いできる機会に恵まれたことに感謝しております。今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

■2019-20（前年度）会長・幹事へ記念品の贈呈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（告坂和紀君） 

 ［誕生祝］              ［結婚祝］ 

藤山直秀君  7.4          該当者なし 

倉崎保広君  7.11        

吉本栄一君  7.17  

星野誠之君  7.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

６４名 43名 69.35％   ８２．８１％ 

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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●RAC 委員会（西川尚希君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご案内です。熊本南

RAC では、メンバー歓送迎会を開催予定です。詳細は後ほど

事務局よりご案内いたします。多数のご参加をお待ちしてお

ります。また、今年度熊本南 RAC は7名のメンバーでスター

トいたしました。会員数を増やしたいと思っておりますので、

皆さまの会社等、よい方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹

介ください。よろしくお願いいたします。 

 

堀川貴史会員報告 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。第2720地区では今回の豪雨被災地支援

チームを有志で立ち上げました。まずは先週7/8に皆さまにも

ご協力いただいたタオル、一輪車やスコップ、食料等物資を持

って行ってまいりました。今週も行く予定にしておりますが、

今回希望されているのが土嚢袋、高圧洗浄機、ホース、ゴム手

袋、雨合羽、衣類等です。実際に被災地を訪問しますと、それ

は悲惨な状態です。ただ皆さん前向きに頑張っておられます。

そこで今回は皆さんを少しでも元気づけられるよう、「がんば

れ、人吉」と「がんばれ、芦北」のマグネット看板を渕田俊郎

会員にお願いして作製していただきました。本日お持ちしまし

たので、皆さまにはぜひ励ましのメッセージを書いていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・森本康文君 

坂本幸樹君・玉田光識君 

 本日は来訪者がいらっしゃらないのでスマイルをするか迷

いましたが、玉田会長エレクトが「やらんといかん」という

ことでスマイルします。河津会長年度の船出となります。皆

さま 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

○野口泰則君 

 先週は所用で欠席しました。河津会長、後藤副会長、丸山幹

事はじめ、執行部、各委員長の皆さまおめでとうございます。

素晴らしい 1 年になりますようスマイルします。 

○永井富士雄君 

 河津会長、後藤副会長、丸山幹事、執行部の皆さん 1 年間よ

ろしくお願いします。コロナ禍、熊本水害と大変な時期です

が、心ひとつに頑張りましょう。 

○漆島典和君・古財良一君・三角雄介君・星野誠之君 

 大津英敬君 

 三角スマイル委員長、河津会長年度のご活躍をお祈りいたし

ます！ 

○星野誠之君 Ⅹ 

 7 月 1 日付で個人事務所とは別に共同で経営しております

「くまもと監査法人」の代表に就任しました。以前、当クラ

ブの会員でした河喜多会計士に替わり就任しましたが、まだ

若輩者ですので不安でいっぱいです。今後も地元熊本に貢献

できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

●就任挨拶 

○幹事（丸山浩之君）  

 

 

 

 

 

今年度、幹事を拝命いたしました丸山です。どうぞよろし

くお願いいたします。私が入会しましたのは、平成 20 年 10

月ですので、もうすぐ 12 年になります。入会時は 37 歳で最

年少、創業間もない若僧がご縁があり入会させていただき、

大変な緊張感と高揚感で一杯でした。当時の私からしたら、

一時代を築かれた大先輩方や、熊本経済の中枢でご活躍され

ている方々が一堂に集う昼食会に突然同席するという感覚

しかありませんでした。私にはとても大きな世界で、とうと

う一言も会話できず、他界・退会された方も数人おられます。

しかし、夜の活動に参加してみると、皆さん昼の顔とは全く

別の姿がそこにはありました。特に当時会長で私の推薦者の

塚本先生には大変可愛がっていただき、早く慣れさせ和ませ

るため、某高級クラブに時折連れ出してくださいました。先

生の傍らでロータリーについて、特に台北大同扶輪社との交

流や過ごし方楽しみ方に至るまで、親切丁寧にご教示いただ

きました。おかげさまで私は台北が大好きになり、今では親

密に交流させていただくようになりました。この場をお借り

して感謝申し上げます。私自身、事業主としての成長は、週

1 回集うロータリーとともにあると言っても過言ではあり

ません。たくさんの事業主の方々とのご縁をいただき、学び

を得、それを生かすことができたからこそ今があると思って

います。そんな私に、幹事という役が順番で回ってきました。

私の持つ幹事の役割とイメージは大きく 4 つあります。①会

長の補佐（会長方針を正しく理解すること）、②事務局と連

携し、クラブのスムーズな運営を図る、③各委員長と意思疎

通、事業の補佐、④地区、他クラブからの情報収集と連携、

これらを踏まえ努めてまいります。今年度の河津会長の方針

は「可能性は自らの行動で～とも（友）に乗り切ろう」と掲

げられました。今、世界中が新型コロナウィルスで大変な状

況下にあります。しかし、こんな時だからこそロータリーの
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友情を強固にし、自ら前を向き、ともに（友）に乗り切ろう

と呼びかけられました。会員の皆さまも様々な影響を受けな

がらも奮闘されています。「新しい生活様式」なる言葉も聞

かれますが、今までのやり方一辺倒ではない時代に即した取

り組み、会員相互の事業をさらにもっと理解し合い共有でき

ること等を考えていく、ロータリーの卓話の時間等を活用し

紹介し合うことも可能ではないでしょうか。第二波、第三波

が心配される中、例年通りの事業ができるか分かりません。

坂本年度では花見、歳祝い等、終盤の事業はすべて中止とな

り、今年度もすでに 8 月開催予定でした短期青少年交換留学

事業が中止となり、今一番ご多忙のはずだった原委員長は活

動の場を失い落胆されています。長年続いてきた国際交流で

す。来年 6 月には台北で国際大会もあります。ぜひ大勢で台

北へ行けたらうれしく思います。その他事業につきましても

その時々の状況を見極めながら柔軟に対応していく必要が

あります。そしてクラブにとって大切な「会員維持増強」に

つきまして、目標が 70 名とされていますが、皆さんの努力

にもかかわらず中々目標に届きません。それは入会者も多い

のですが、等しく退会者も同じくあるからです。様々な事情

がおありと思いますが、せっかくご縁があり入会されてもク

ラブの素晴らしさ、楽しさを知ることなく退会されるのはと

ても残念に思います。ですから私は増強ありきではなく、退

会防止に力を注ぎたいと思います。私が今まで退会せずにこ

こにいる理由、それを新しい会員の方々にお伝えして行けれ

ばと思っています。そしてこの 1 年間は私なりに河津会長を

お支えし、クラブの役に立つよう努めてまいります。より一

層のご指導ご協力をお願いいたしまして、幹事就任の挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○副会長（後藤 博君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。熊本南ロータリークラブ第 63 代 河

津会長年度の副会長を仰せつかりました、後藤でございます。

ロータリー歴は 22 年 9 か月、職業分類は洋服仕立て販売業

です。新型コロナウィルス真っただ中に就任されました、河

津会長の補佐役として役を演じてまいりたいと思います。会

長終了後、5 年ぶりの中央テーブルで、1 年後はまた席がな

くなるなぁと思ております。さて、河津会長に置かれまして

は、類い稀なる指導力でリーダーシップを取られ、坂本丸か

ら受け継いだバトンを中継ぎ投手としてしっかり繋いでい

ただき、熊本南ロータリークラブの歴史と伝統を築いていた

だけるよう、副会長の職を務めてまいります。会員の皆さま

におかれましては、河津丸が無事に帰港できるよう、ご協力

をお願いいたします。1 年間よろしくお願いいたします。 

○会長（河津延雄君） 

  

 

 

 

 

改めまして、皆さんこんにちは。2020-2021 年度熊本南ロ

ータリークラブ第 63 代会長に就任しました河津延雄です。

ロータリー歴は熊本地震の年の平成 28 年 8 月ですのでまも

なく丸 4 年となります。推薦者は西川会員と当時会長の漆島

会員です。職業分類は放送です。先輩諸氏のおられる中、ロ

ータリー歴が浅い私が会長を仰せつかり本当に不安でした

が、先輩方の手伝うから大丈夫と言う温かい言葉に後押しさ

れ会長を引き受けさせていただきました。1 年間宜しくお願

い致します。入会時は熊本地震、今年は新型コロナウィルス

と私のロータリー人生節目の年に非常事態が発生していま

す。又追い打ちをかけるように今月に入り熊本県南部を中心

とした線状降水帯による豪雨災害も県下全域に広がってい

ます。会員の皆様方もやっと地震の影響が終息へ向かいつつ

あるなか、今回の新型コロナウィルスや自然災害により、会

社経営に大きな被害を受けた方、またこれからをご心配され

ている方も多くいらっしゃると思います。ロータリーの基本

理念の一つは友情です。是非、会員相互に協力し合い被害の

多かったメンバーをはじめ地域の方々を応援していきたい

と思います。どうぞ、ご協力よろしくお願いいたします。 

ホルガー・クナーク RI 会長の 2020-21 年度テーマは「ロ

ータリーは機会の扉を開く」です。このテーマは、ロータリ

アンがリーダーシップを強化する機会をつくり、奉仕の理念

を行動へと移し、支援を必要とする人びとの生活を向上する

活動を行うようロータリアンを喚起しています。又、2720

地区硯川ガバナーは地区スローガンとして「ロータリーは無

限の可能性：情熱で夢を未来に届けよう」副スローガン「今

こそ心ひとつに！ WITH ロータリー」にされました。 

今年度のテーマとスローガンを受け、今回の新型コロナウィ

ルス発生の終息と会員および県民の更なる復興を願い、熊本

南ロータリークラブのテーマは『可能性は、自らの行動で～

とも（友）に乗り切ろう～』とさせていただきます。これま

で以上に会員各位の情報交換等を密にして友情を深めてい

ただきロータリアンでよかったと思うような 1 年にしてい

ただきたいと思います。 

最後になりますが、熊本南ロータリークラブ会員各位の今

後ますますのご発展とご健勝をお祈りするとともに、この１

年のご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。 

 

 


