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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

8/3 暑気払い＆新入会員歓迎会＠HERO海 

 

 

 
令和２年（2020）年７月２７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 

木村 初様 

（第 2720 地区 熊本第 4Gガバナー補佐） 

谷口英樹様 

（西日本電信電話株式会社熊本支店） 

 

 

 

2019-20 年度ホーム例会 100％出席表彰おめでとうございます！  

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。

本日のご来訪者は第 2720 地区熊本第 4G ガバナー補佐 木村 初

様、NTT 西日本 谷口英樹様です。今日は卓話の時間が第 1 回クラ

ブ協議会となりますので会長報告は簡単にさせて頂きます。各委

員長の皆さん後程宜しくお願い致します。 

先週の夫人の会には塚本会員、堀川会員、馬場会員、丸山幹事

の奥様方に参加していただきました。本当にありがとうございま

した。また今日は NTT 西日本の田中靖昭会員が転勤のため最後の

参加となります。台北大同扶輪社との短期青少年交換留学事業で

の息子さんとの参加や昨年は出席委員長も務められるなど 3 年間

本当にお疲れさまでした。今日は後任の谷口様がオブザーバーと

して参加されています。 

さて、大きな被害をもたらした一連の大雨もようやく終わりが

見えてきました。梅雨明けは平年が 7 月 19 日頃、昨年が 7 月 25

日頃でしたので今週か来週には梅雨明けとなりそうですが、これ

からは夏の暑さ対策が必要となります。先週から熊本でもコロナ

ウィルス罹患者が多く発生しています。昨日の感染者はこれまで

最多の 21 人と県内初のクラスターとも言われています。 

 

第４回例会記録（通算第 2845 回）  
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週末の罹患者は県外での会食が原因と分かっています

がこれからはもっと人の行き来が多くなり、熊本でもコ

ロナウィルス罹患者が発生する危険性は払拭できませ

ん。真夏のマスク着用が必要となりそうですが今度は熱

中症対策が必要となります。厚生労働省は「新しい生活

様式」における令和 2 年度の熱中症予防のポイントとし

て、新型コロナウィルスの出現に伴い感染防止の 3 つの

基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手

洗いや「3 密（密集、密接、密閉）」を避ける。熱中症

予防のポイントとし、1.暑さを避けるためにエアコン・

扇風機を上手に使用する。2.適宜マスクは外しましょう。

気温、湿度の高い中でのマスク着用は要注意。屋外で十

分な距離がある場合はマスクは外す。3.こまめに水分補

給する。1 日当たり 1.2 リットル、大量の汗をかいた時

は適度の塩分補給。4.日ごろから健康管理をしましょう。

5.暑さに備えた体作りをしましょうとしています。皆さ

ん体調管理に気を付けて熊本の暑い夏を乗り切りまし

ょう。 

以上、会長報告とします。 

 

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.例会終了後「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 

○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～ 

○中央 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 8 月 7 日（金）12：30～ 

[変更後] 8 月 7 日（金）18：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 12 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 12 日（水）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（金）18：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 26 日（水）18：30～ 

 

臨時理事会報告（河津延雄君） 

1.田中靖昭会員の異動に伴う退会について 

⇒7/31付退会が承認されました。 

2.谷口英樹様の入会について 

⇒承認されました。 

3.豪雨災害お見舞い金について 

⇒芦北 RC へ基金より300,000円支出が承認されました。 

4.8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会について 

⇒予定通りの開催が承認されました。（コロナ対策を十

分に行うこと） 

 

退会挨拶（田中靖昭君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。異動に伴い7月末にて退会する

こととなりました。皆さまには3年間大変お世話になり

ました。様々なイベントや台北にも2度参加でき、ロー

タリーライフを満喫させていただきました。おかげさま

で熊本が大好きになりましたので、コロナが落ち着いた

らまたぜひ熊本に来たいと思っています。本日は後任を

連れて参りましたので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

 

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。ご案内しております8/3（月）暑気

払い＆新入会員歓迎会につきましてご報告です。会場の

HERO 海様には十分なコロナ予防対策を行っていただく

予定ですが、例会後の臨時理事会にて開催の有無を最

終決定いたします。皆さまには決定次第お知らせいたしま

すのでよろしくお願いいたします。 
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●R 寿崎奨学会委員会（林田公治君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今週30日（木）に2020年度 寿

崎奨学生面接会を開催いたします。今年度は10名を上

限とし採用予定ですのでご報告申し上げます。 

 

●RAC 委員会（西川尚希君） 

 

   

 

 

 

皆さま、こんにちは。明日 7/28（火）熊本南 RAC メ

ンバー歓送迎会を開催いたします。熊本南 RC からは

14 名ご参加予定ですが、コロナ対策を万全にして行い

たいと思います。ご参加の皆さまはよろしくお願いい

たします。 

 

■2019-20（前年度）出席表彰（田中靖昭君） 

☆ホーム例会 100％出席 3 名☆ 

井上雅文君 

木村弘訓君 

坂本研一君 

 

☆メーキャップ 100％出席 32 名☆ 

網川 久君・馬場大介君・渕田俊郎君 

後藤 博君・堀川貴史君・今村浩昭君 

池﨑龍彦君・久峨章義君・喜讀宣友君 

倉嵜保広君・古財良一君・北口 誠君 

桑原幸雄君・河津延雄君・木下貴夫君 

丸山浩之君・三角雄介君・森本康文君 

野口泰則君・永井富士雄君・沼野修一君 

新田義正君・大津英敬君・園田修司君 

坂本幸樹君・塚本 侃君・高宮 宏君 

玉田光識君・告坂和紀君・田中靖昭君 

藤山直秀君・漆島典和君 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○木村 初様（熊本第4G ガバナー補佐/熊本西南 RC） 

 7月7日のガバナー公式訪問では大変お世話になりま

した。硯川ガバナーも第2720地区初回の公式訪問でし

たが無事終えられ安堵されていました。熊本南 RC を

皮切りに大分方面を廻っておられます。 

 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・森本康文君 

玉田光識君・北口 誠君・德永隆正君・林田公治君 

松茂信吾君 

 本日ご来訪の RI第 2720地区 熊本第 4Gガバナー補佐 

木村様を歓迎いたします。悪天候の中お越しいただき

大変ありがとうございます。 

○田中靖昭君 

 本日最後の例会出席になります。熊本生活は 3 年間で

したが、熊本南 RC の皆さんのおかげでとても楽しい

生活となりました。本当にお世話になりました。あり

がとうございました。後任の谷口をよろしくお願いし

ます。 

○喜讀宣友君 

 三角スマイル委員長の熱意に打たれて急遽スマイル

します。 

 

●第1回クラブ協議会 

○親睦活動委員会（告坂和紀君） 

1.暑気払い＆新入会員歓迎会について 

[事業概要]   

夏の暑さを乗り切る英気を養うべく暑気払いを開催。

今年は新型コロナウィルスの影響により会員間の親

睦が取りにくい環境が続いておりましたので、久しぶ

りの親睦行事として会員間の親睦を図りたいと思い

ます。また新入会員歓迎会も同様に行うことが出来な

い状態が続いておりましたので、昨年の 11 月以降に

入会された会員を対象とした新入会員歓迎会を同時

に行いたいと思います。 

[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 

[連絡事項] 

臨時理事会にて開催の有無を最終決定。開催の場合は

新型コロナウィルス感染症予防対策を十分に行うこ

ととします。 

2.2019-20（前年度）歳祝いの会親睦会について 

[事業概要] 

今年、米寿を迎えられる吉本栄一会員、喜寿を迎えら

れる渕田俊郎会員のご健康と益々のご活躍を祈念し、

会員でお祝いをさせていただく。 

[日    時] 2020 年 9 月 28 日（月）18：30～ 

[場  所] 松葉 

[会  費] 出席 10,000円 / 欠席 5,000 円 

[連絡事項] 

会員の皆様に安心して参加して頂けるよう新型コロ

ナウィルス感染症予防対策として、通常の大部屋に加

えて、2 つの部屋を用意して頂けることになりました。
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歓談の際には分散して戴き、3 密にならないように工

夫いたします。 

3.観月会について 

[事業概要]  

夜例会後、会場で美味しい食事とお酒を飲みながら

RAC メンバーと本年度の寿崎奨学生を招いての懇親会 

[日    時] 2020 年 10 月 12 日（月） 

18：30～（例会 19：00～（観月会 

[場  所] ホテル日航熊本 7F ガーデンバンケット 

[会  費] 7,000 円（内 3,000 円は例会費充当） 

[連絡事項] 

参加者は会員の他、熊本南 RAC 会員、寿崎奨学会生の

予定。イベントは未定。 

⇒イベント内容等詳細は委員会で協議をお願いします。 

 

○青少年奉仕委員会（井上雅文君） 

1.熊本南 RC 杯 第 8 回熊本県水球競技大会について 

[事業概要]  

8 年目となる水球競技大会。熊本県内中高校生の複数

のチームによる対抗戦を開催します。チームに在籍し、

出場機会にめぐまれない生徒に、試合経験を与えるこ

とにより青少年育成とする。 

[日    時] 2020 年 10 月 11 日（日・祝） 

8：00～17：00 

[場  所] 熊本市総合室内プール アクアドームく

まもと 25m プール 

[予  算] 総額 610,000円 

[連絡事項]  

地区補助金 200,000 円が承認されています。 

※RAC 年次大会と日程が重なっている。このままの日程

で開催するのか？ 

⇒RAC 委員会と協議。熊本南 RC 会員には分散して参加を

お願いする予定です。 

 

○RAC 委員会（西川尚希君） 

1.RI 第 2720 地区 RA 第 36回年次大会について 

[事業概要]  

熊本南 RAC がホストクラブとして、年次大会を開催す

る。本事業を通じて、ローターアクトメンバーの自己

研鑽に繋がるように、大会テーマを「結ぶ」と掲げ、

熊本・大分から集まるローターアクト、ロータリアン

メンバーと交流し、そして「メインプログラム」「基

調講演」を実施する。 

[日    時] 2020 年 10 月 10 日（土）、11 日（日・祝） 

[場  所] アークホテル熊本城前 

[連絡事項]  

水球大会と日程が重なっているため、青少年奉仕委員

会と協議。熊本南 RC 会員には分散して参加をお願い

する予定です。また、本事業は地区行事となるため、

開催の有無、開催した場合のコロナ対策等に関しまし

ては地区との協議になるかと思いますので、随時ご報

告いたします。 

 

○職業奉仕委員会（高宮 宏君） 

 いよいよ河津会長年度がスタートしました。本年度

職業奉仕委員長を仰せつかりました高宮でございま

す。コロナ禍の中、政府も試行錯誤の繰り返しで今後

何が起こるか分かりませんが、会員各位はそれぞれの

立場で前向きに対応されていると思います。しかし、

4 月から 7 月すでに 4 ヵ月経過しまして、相当な経済

的マイナスでちらほら退会者も出始めています。そこ

で今回委員会としまして、コロナによる会員各位の日

常生活の変化、さらに仕事への悪影響についてアンケ

ート調査を行い、結果を基に職業奉仕の原点である会

員相互の支援活動に役立てたいと考えました。どうか

このような趣旨をご理解いただき、プライバシーを保

持する範囲でのご回答をよろしくお願いします。 

 

◆7/28（火）熊本南 RAC メンバー歓送迎会＠汐 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆7/29（水）国府高校 IAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆7/30（木）豪雨被災地お見舞い報告（芦北 RC） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


