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令和２年（2020）年７月２０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 

塚本敬子様（夫人の会） 

堀川光江様（夫人の会） 

馬場桂子様（夫人の会） 

丸山美里様（夫人の会） 

 

 

 

 

 

夫人の会の皆さま、本年もご支援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。本日も例会参加ありがとうございます。

また今日は夫人の会の皆さまにもお越しいただきました。どうぞ

例会をお楽しみください。 

先週、台湾姉妹クラブ 台北大同扶輪社より豪雨災害お見舞金と

して 100 万円を送金しますとの連絡がありました。例会終了後の

理事会でこのお見舞金の配布方法、水害被害にあった何処のロー

タリークラブに届けるかなどの対応を協議し、当クラブでも追加

でいくらかの寄付金を準備することとしました。そして見舞金は

できるだけ早く被災地に届けるべきだとの結論に達し、まずは一

番被害が大きく、当クラブ創立 60 周年でも全員登録していただく

など繋がりが深かった人吉ロータリークラブにお届けすることと

しました。丁度先週の例会で報告がありました堀川ガバナーノミ

ニーが国際ロータリー第 2720地区からの支援物資第 2弾を木曜日

に人吉ロータリークラブに届けるとのことでしたので、坂本研一

前会長と堀川ガバナーノミニー、丸山幹事、河津の 4 名で人吉ロ

ータリークラブ中川貴夫会員に 100 万円をお渡しさせていただき

ました。人吉ロータリークラブでは人吉中央ロータリークラブを

含む会員のごみ集配・廃棄に役立させて頂きますとの事でした。 
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人吉ロータリークラブ以外で被害が多かったクラブに

対してもお見舞金の総額が決まり次第、理事会に諮り早

急にお見舞金を届けさせていただく予定です。人吉ロー

タリークラブ中川会員の会社は自動車の販売店でこれ

まで球磨川の氾濫で水害にあったことがなく初めての

事で、事務所内で約 50 センチ程度の床上浸水、平置き

の車等はかなりの台数が水没したとの事でした。市内の

中心街は未だ通行止めも多く、道路脇は土砂と災害ごみ

が一杯でした。市内の流失した橋には流木や草が絡まっ

たままで、水流の強さを思い知らされました。堀川ガバ

ナーノミニーがお届けした地区からの支援物資は人吉

市上青井町の商店街内の物資支援センターに搬入しま

した。入り口には「国際ロータリー2720 地区が始めた街

なか支援物資拠点」と書かれた看板が上がっていました。

土嚢袋 12,000 枚、高圧洗浄機、ホース、カップ麺類、

ゴム手袋、シャツ、お皿などこれ以外のたくさんの種類

があり、トラック満杯の物資でよくわからないのがウエ

ット手袋と書かれた品物でした。支援物資拠点には建物

の持ち主の人吉中央ロータリーの方やボランティアな

ど 3 名の方がおられ、各地のロータリアンや一般の方か

ら届けられた支援物資の仕分け作業をされていました。

トラックの支援物資はかなりの量がありましたので積

み荷を降ろす作業を皆でお手伝いしましたが、堀川さん

は荷台の上で一人で支援物資を移動させていましたの

で翌日電話をさせて頂いた時には身体が痛いと話して

いました。本当にお疲れさまでした。 

先週の理事会報告です。暑気払いを 8 月 3 日月曜日 18

時 30分から手取本町の HERO海で開催することが承認さ

れました。前年度開催できませんでした、年祝い親睦会

も時期がずれましたが理事会で承認されましたので 9月

中旬開催に向け告坂委員長が日程を調整しています。又、

2022-2023 年度の堀川ガバナー年度に向けて今年度と来

年度 2 年間一人当たり年間 10,000 円の積立金について

承認されました。ご報告します。梅雨はまだ開けません

が、雨による被害がこれ以上広がらないように心からお

祈りいたします。 

以上会長報告といたします。 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ４７名 ７４．６０% 

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） 

 

 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.台北大同扶輪社より、豪雨災害お見舞いが届いておりま

す。 

2.次回（7/27）例会は、卓話の時間を頂戴し「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会は明日

（7/21）までに資料の提出をお願いいたします。時間は通

常通り（12：30～13：30予定）  

 

例会変更のお知らせ 

○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～ 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰（德永隆正君/5 回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員自己紹介 3 回目（木村 崇君） 

 

 

 

  

 

 皆さま、こんにちは。私の趣味は読書、ゴルフ、野球

観戦です。好きな作家は浅田次郎、ゴルフはご迷惑をか

けないギリギリのところ、夫婦そろってソフトバンクホ

ークスのファンです。せっかく熊本に転勤となったので

すがコロナ禍や先日の水害の影響もあり、本来の熊本の

姿がまだ見れていないのが残念です。皆さま方とのご縁

に感謝し、微力ながら熊本の地域貢献に努めてまいりま

す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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委員会報告 

●親睦活動委員会（告坂和紀君） 

皆さま、こんにちは。暑気払い＆新入会員歓迎会開催

のご案内です。今回は熊本南 RAC 会員も参加予定です。

多数のご参加をお待ちしております。 

（詳細は下記の通り） 

【日  時】 2020年8月3日（月）18：30～ 

【場  所】 HERO 海 手取本町店 

【会  費】 7,000円（後日請求） 

 

●雑誌委員会（桑原幸雄君） 

  皆さま、こんにちは。本年度雑誌委員長を仰せつか

りました桑原です。一年間よろしくお願いします。そ

れでは横書きからまいります。3 ページにロータリー

の友鈴木代表理事が『「ロータリーの友」を「心の友」

に』という題で新型コロナウイルス感染症について文

章を書かれています。新型コロナウイルス感染症のパ

ンデミックと同様なものとして「スペイン風邪」があ

りましたがロータリーはこの苦難も乗り越えてまい

りました。いつ収束するのか分からないなか、クラブ

例会・地区内行事などの開催もままならぬ状況かとご

推察いたします。このような時こそ、「ロータリーの

友」を「心の友」として愛していただきご活用くださ

い。そして、苦難を共に乗り越えましょう。次に 7 ペ

ージから 19 ページまでは、ホルガー・クナーク RI 会

長の紹介になっております。今年度 RI テーマ「ロー

タリーは機会の扉を開く」という事でホルガー会長の

事が書いてあります。詳しくは文章をお読みください。

次に、ガバナーの横顔として我々第 2720 地区の硯川

ガバナーの記事が掲載されています。常に前向き我ら

が昭ちゃんという事で、ユニークな人物像が掲載され

ております。また、オンラインセミナーの開催やウェ

ブでのメッセージ発信などを即刻実行に移すなど、前

向きで革新的な行動を取れるリーダー像も掲載され

ております。 

続いて縦書きです。4 ページから 8 ページまで「夢

持ち続け日々精進」という題でジャパネットたかた前

社長の高田明さんの記事が掲載されております。「明

日も変えずに、10 年後は変えられない」や『生きてい

く上で大事な 3 つの「ション」ともう一つ」など今後

のロータリー活動や仕事をやっていくうえでヒント

になる事が書いてありますのでご一読ください。21 ペ

ージの柳壇に熊本中央 RC の波佐間会員の川柳が出て

おります。22 ページのロータリーアットワークに、熊

本東南 RC の「児童養護施設に高校生通学用自転車を

寄贈」という記事が掲載されております。27 ページの

声に阿蘇 RC 江藤会員の感想が掲載されております。

今月の雑誌委員会からの報告は以上となります。 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○塚本敬子様・堀川光江様・馬場桂子様・丸山美里様 

（夫人の会） 

本日はお招きいただき、ありがとうございます。 

○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 

 本日は夫人の会 塚本敬子様、堀川光江様、馬場桂子

様、丸山美里様のご来訪を歓迎いたします。本日もい

つも通り引き締まった例会になりますので、ご主人の

勇姿を見ながらぞんぶんにお楽しみください。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君 

 遅くなりましたが、河津年度の船出おめでとうござい

ます。年初から人吉へお見舞いにと今年度の忙しさを

予感いたします。後藤副会長、丸山幹事そして執行部

の皆さまにもよろしくお願い申し上げます。夫人の会

の皆さまようこそ！私たちはというと、会長テーブル

のピリピリから解放され楽しいロータリーライフを

満喫させていただきます、 

○高宮 宏君・古財良一君・馬場大介君・大津英敬君 

 告坂和紀君 

 本日は夫人の会の皆さまの例会ご出席大歓迎いたし

ます。ごゆっくりお過ごしください。 

○木村 崇君 

 本日無事に 3回目の自己紹介を終えることができまし

た。ありがとうございました。 

○松茂信吾君  

 勤怠管理アプリの代理店にドゥヨネザワ様にご契約

いただきました。これから頑張って運営していきます。 

○井上雄一朗君 Ⅲ 

 コロナ自粛も落ち着きかけたところで、球磨地方の水

害対応等もあり久しぶりの例会出席になってしまい

ました。申し訳ありません。さて、当クラブ元会員で

当社元総務部長であった赤澤 剛さんから先日メール

がありました。ご存じの方もおられると思いますが、

持病が再発し、現在かなりきつい治療を受けられてい

るとのことです。本人は「必ず復活する」という強い

意志を持って治療に取り組んでおられますが、如何せ

ん現在コロナの影響で家族すら面会できない状況で、

一人病室で寂しがっている雰囲気でした。以前交流が

あり、メールや LINE のアドレスを知っている方がお

られましたら応援メール等送っていただけると励み

になると思います。ご協力いただける方はよろしくお

願いいたします。また、急遽所用ができてしまいまし

たので早退させていただきます。 
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○田中裕司君 

 先日ビラを配布させていただきました、熊本県高校野

球の代替試合の優勝チームを甲子園に連れていくツ

アーに多数協賛いただきまして大変ありがとうござ

いました。今回3地区大会で終わるとのことで、3チー

ムを連れていく予定です。コロナの関係で学校側との

折衝が必要ですが、辞退される場合は野球用品を県下

の高校に配布する予定です。まだまだ協賛お待ちして

います。災害等もありますが、被災野球部にもボール

等寄付する予定です。 

○德永隆正君 Ⅴ 

 明日21日は土用丑の日です。平賀源内が作った日本で

初めてのコマーシャル“土用丑、うなぎを食べよう”

ですが、明日はどの店舗も超過密です。味も価格も同

じですので別の日にゆっくり食べてください。どうし

ても食べたい方は持ち帰りの弁当とうなぎのみがあ

ります。予約の時間に焼き上げますのでご利用くださ

い。とくなが嘉島本店と近見店をよろしくお願いしま

す。 

○渕田俊郎君 Ⅱ 

 妻が出席する予定でしたが急用で欠席となりました。

お詫びのスマイルです。  

○木村弘訓君 

 本日は健診のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○塚本 侃君 

 本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○沼野修一君 

 本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●常任委員長就任挨拶 

○会員維持増強委員長（森本康文君） 

   

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。本年度、会員維持増強委員長

を仰せつかりました森本です。よろしくお願いいたし

ます。会員維持増強委員会ではロータリー情報委員会

と連携して引き続き会員数 70 名を目標に新入会員さ

んのフォローを中心に活動してまいります。私はちょ

うど熊本地震の 2 か月前に入会させていただき、入会

歴は 4 年半となります。入会当初は熊本経済を牽引さ

れる方々の中での半端ない緊張感や、自分なんかが釣

り合わないのではとの想いで多くの不安がありまし

た。また、熊本地震発生後の混乱の中、先行きが見え

ない状況の中でロータリークラブを続けるべきか大

変悩みました。そんな中、入会当時の会長である漆島

会員をはじめ、多くの先輩方が例会のたびに声をかけ

ていただいたことや、着席するテーブルの先輩方にた

だただ普通に話しかけていただいたことで、自分の中

にある多くの不安が取り除かれていき、今日まで続け

ることができました。そのおかげもありまして今、こ

の熊本南ロータリークラブの会員の皆さんからたく

さんの学びを得ることができています。現在、世界中

で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。日本

でも飲食業、観光業やイベント業等、多くの業界で大

きな打撃を受ける中、さらに第 2 波とも見える感染が

広がっており今後の経済活動も先行きが見えない状

況です。もちろん、熊本南ロータリークラブの会員の

中にもこの先の経営が不安であったり、こんな状況で

クラブを続けていいのか迷われる方もいらっしゃる

かもしれません。そんな時こそ、この熊本南ロータリ

ークラブのメンバー同士での支え合いが必要だし、も

ちろんこのメンバーが支えとなってくれると思いま

す。そこで皆さんに少しだけお願いがあります。特別

なことは必要なく、私もそうだったように例会時に声

をかけて頂くだけで救われる方が必ずいます。特に、

今、大変な状況にある方や、入会した新入会員の方に

は、皆さん意識してお声かけしていただきたいと思い

ます。挨拶で構いません。この先熊本南ロータリーク

ラブがさらに一致団結して、この危機を乗り越えるこ

とが出来ればおのずと会員数も増えてくると思いま

す。微力ですが、私なりに尽力してまいりますので、

会員の皆さんの少しずつのご協力をお願いして、就任

の挨拶とさせ頂きます。 

1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○クラブ広報委員長（大津英敬君） 

 今年度、クラブ広報委員長を拝命いたしました大津

でございます。クラブ広報委員会のメンバーは、副委

員長に岡本会員、会員に松茂会員、鬼塚会員、近森会

員、で、今年一年河津会長を精一杯バックアップして

いきたいと思っております。 

さて、今年度の主な活動としましては 3 つございます。 

1.週報の発行 = 会員に向けた例会や各種事業の報告 

  事務局東さんと連携し、発行を行ってまいります。 

2.ロータリーの友への寄稿 = 外部に向けたクラブの

活動をアピール 

  当クラブが行う対外的事業に関してロータリーの

友への寄稿を行いたいと思います。 

3.FB での活動報告 = 紙媒体以外の積極的な活用 

 従来の委員会からの報告に加え、イベントなどに参

加された方々それぞれに、自由に積極的に利用して

頂き、活性可をはかれればと思います。 
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そして、近年呼びかけられておりますマイロータリー

のアカウント登録です。このマイロータリー、クラブ

運営に必要な情報やデータを入手できる便利なウェ

ブサイトです。内容は素晴らしいのですが、登録が少

し難しく、それゆえ登録者数が伸びないようです。ク

ラブ内に登録にお困り方の支援ができればと思って

います。 

以上、行き届かない点が多々あるかとは思いますが、

皆様のご協力宜しくお願いいたします。 

 

○クラブ管理運営委員長（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

 本年度、クラブ管理運営委員長を仰せつかりました

馬場大介です。入会歴 11 年になりますが、実はクラ

ブ管理運営の各委員会の活動に馴染みがなく、付け焼

刃にはなりますが、今頃になって定款や細則を復習し

ている次第です。定款にも謳われ、歴代のクラブ管理

運営委員長が話されている通り、「クラブ奉仕」はク

ラブが活性し、大きく反映するための礎になるものだ

と理解しています。何気なく参加している例会も多く

の方のお支えがあったことを、今更ながら感謝してい

ます。 

さて、今年度の会長方針は「可能性は、自らの行動

で ～とも（友）に乗り切ろう」とあります。熊本地

震、新型コロナ、また今回の県南地域の水害など、想

像もしていなかった事態が立て続けに起こる事態に、

会員企業様も変化を余儀なくされていると思います。

クラブの運営もそういった外部の環境にどう適応し

ていくか、共に乗り越えていくために考えていく機会

になるかも知れません。有難いことに前年度から 2720

地区の管理運営部門に、クラブ管理運営委員会に参加

させていただいています。RI での定款変更でクラブ例

会、出席規定など『多様性』がキーワードの一つにな

っており、世界的なロータリーの『あり方』の変化が

進む一方、人口減少などに苦慮している地区内のクラ

ブの課題をお聞きする機会があります。そのような視

点も考慮して、どう熊本南 RC の繁栄に寄与できるか

この一年クラブ管理運営委員長として、微力ではあり

ますが取り組んでいきたいと思います。出席委員会

（藤山委員長）出席率という数値目標がありますが、

出席しやすい環境づくり、雰囲気作りなど。また、RI

の定款変更事案と当クラブの細則規定など出席、メー

キャップなど論点整理ができればありがたい。プログ

ラム委員会（沼野委員長）活動方針にもあるとおり、

会員や外部卓和で例会をより充実したものになるよ

う、委員長のサポートさせていただきたい。スマイル

委員会（三角委員長）奉仕プロジェクトの大事な源泉

でもありますし、会員相互の親睦という重要な活動で、

委員長のサポートさせていただきたい。親睦活動委員

会（告坂委員長）例会だけでなく企画頂く活動を通し

て、より会員通しの連帯感を醸成するものだと思いま

す。コロナ禍で企画運営に支障が出る場合もあるかと

思いますが、知恵を出し合いたいと思います。クラブ

会計（星野委員長）熊本南 RC の財務基盤の強化、会

員に対する会計への理解促進。情報交換をさせていた

だければと思います。各委員長の思いや活動計画を一

緒に共有し、ともに乗り切って、より充実したクラブ

奉仕活動になるよう尽力したいと思います。 

ご迷惑をお掛けする点も多々あるかと思いますが、何

卒よろしくお願い申し上げます。 

 

○奉仕プロジェクト委員長（玉田光識君） 

 

 

 

 

 

 2020 年度奉仕プロジェクト委員長を拝命しました

玉田光識です。熊本南 RC には 2011 年 6 月 13 日の誕

生日に入会しました。紹介者は同業の久峨会員です。

今年でロータリー歴 9 年 2 か月となりました。職業分

類は税理士です。 

ロータリークラブ定款にロータリーには 5大奉仕部門

があり、ロータリークラブ活動の哲学的及び実践的な

規律とあります。 

第 1部門としてのクラブ奉仕はクラブ機能充実のため

に丸山幹事が大いに活躍されると思います。 

5 大奉仕部門の残り 4 つの奉仕部門を私が担当いたし

ます。もちろん、私一人では何ひとつできるわけでは

なく、そこおられる各奉仕委員長と連携していきたい

と思います。 

まず、第 2 部門である職業奉仕は、ロータリー歴が長

くロータリーをよく熟知されている高宮委員長が担

当されます。この職業奉仕は定款にもありますように

「事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある

業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深

め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践して

いくという目的を持つものである。」とあります。こ

の精神で会員のビジネスが社会に役立てることがで

きれば素晴らしいことだと思います。 

第 3部門である社会奉仕委員会は長年にわたり実績の

ある園田委員長、地域社会に根差した社会奉仕の実施
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されることを重点目標に活躍されものと確信してお

ります。 

第 4部門である国際奉仕委員会も長年にわたり実績の

ある今村委員長。定款には「国際理解、親善、平和を

推進するために、会員が行う活動からなる。」とあり

ます。国際奉仕はロータリーの花と言われていると聞

きました。しかし、今年は世界的コロナ感染拡大の影

響での活動になると思われますので、慎重な対応にな

らざるをえないですね。 

世界社会奉仕委員会の山口委員長、姉妹クラブ委員会

の原委員長はお互いに連携しながらの活動になるか

と思います。今年度は台北大同扶輪社への短期青少年

交換留学生の派遣の年ですので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

第 5部門である青少年奉仕委員会の井上雅文委員長も

長年ローターアクト委員長の経験を大いに発揮して、

ローターアクト、インターアクト両委員会を見守って

頂きますようお願いいたします。ローターアクト委員

長の西川委員長、30 歳までの若い職業人と奉仕を通じ

ての親睦を図っていければと思います。私も月 1 回例

会に極力参加しようと思います。インターアクト委員

会の古財委員長、ロータリアンが青少年の模範として、

若い青少年の健全育成が出来るように力を注いで頂

きますようお願いします。 

寿崎奨学会委員会の林田委員長、唯一、当クラブにし

か存在しない委員会です。ただ、時代と共に資金運用

益を多く計上出来なくなっているようです。今後のこ

とを各委員及び会員と検討しながら最善の運営をし

ていただければと思います。 

米山奨学会委員会の中嶋委員長、当クラブに寿崎奨学

会があるがゆえに若干積極的な活動が出来ていない

部分がありますが、日本のロータリーでは歴史がある

ことを考えますと、事業の目的、意義の理解を深める

意味で米山月間時に奨学生による卓話等をお願いし

ます。 

  最後に私は今年度会長エレクトとしてロータリー

活動に積極的に参加し、ロータリーを学び来年度に河

津会長の後をしっかり引き継げるよう頑張ってまい

ります。どうぞこの 1 年よろしくお願いいたします。 

 

○R 財団委員長（雑賀庸泰君） 

今年度のロータリー財団委員長を拝命した雑賀です。

よろしくお願いします。 

まず、今年度も前年度までと同様に現在熊本南 RC 

が継続的に支援している水球大会に対する補助金の

申請手続が既に完了していると伺っております。 

さて、今後の検討課題について、前年度までと同様

グローバル補助金の活用が挙げられます。グローバル

補助金は国際的な大きなプロジェクトに対するもの

になりますので、発案、実行に労力が必要です。事業

年度をまたいでのプロジェクトも考えられます。皆様

からのご発案がありましたらお知らせください。 

また今後は、個人からの寄附の活用が非常に重要にな

ります。こちらも具体的にどのように募り活用するか

を、全クラブ的に検討する必要があると思います。皆

様のご協力をお願いいたします。 

 

【例会予定】 

 8/3（月） 会員卓話 今村浩昭君 

 8/10（月）祝日のため休会 

 8/17（月）外部卓話 井口由美子様（行政書士） 

 8/24（月）寿崎奨学生紹介・奨学金交付式 

 8/31（月）定款に基づき休会 

 

◆7/16（木）豪雨被災地お見舞い報告 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


