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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

9/28（月）2019-20（前年度）歳祝い親睦会（予定） 

 

 

 
令和２年（2020）年８月１７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 

井口由美子様（行政書士） 

川合由美様（熊本国府高校 IAC） 

山内克洋様（熊本国府高校 IAC） 

 

谷口英樹君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！ 

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。 

今日の卓話は行政書士の井口由美子様です。どうぞよろしくお願

いいたします。そしてヴィジターで熊本国府高校 IAC 顧問 川合由

美先生と山内克洋先生です。よろしくお願いいたします。 

前回の例会前から急激に新型コロナウィルス感染者の県内での

罹患者が多くなっています。昨日までの感染者は 405 人です。熊

本の場合、移動制限解除後の約 3 週間の感染者の大半は県北地区

の造船所や老人保健施設等でのクラスターが原因でしたが現在は

熊本全域に広がっています。お盆明けのこれからはお盆の帰省者

や夏休みの旅行者などからの感染者増加が懸念されます。いくつ

かのロータリークラブでは例会中止のクラブもありますが、当ク

ラブでも今後の発生状況により例会の中止等も検討していきます

が、今のところ来週の例会は予定通り開催の予定です。 

さて、本日から西日本電信電話株式会社（NTT 西日本）熊本支店

のビジネス営業部長の谷口英樹さんが新メンバーとして入会され

ました。前任者の田中靖昭さんの後任となります。後ほど第 1 回

目の挨拶で自己紹介があると思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 
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8 月 3 日には暑気払い会＆新入会員歓迎会が、HERO 海 

手取本町店で熊本南 RAC のキューネット 長谷川司会

員、島崎工務店の島崎 哲会員の 2 名も参加し合計 30

名で開催されました。当日は丁度新型コロナウィルス

の第 2 波が発生した時期となりましたが、告坂委員長

と HERO海 社長、三瀬会員の十分の打ち合わせにより、

入場時の体温測定や消毒、大皿でない小分けした料理

の提供と手間暇をかけたおいしい料理を提供してい

ただき、参加した会員から此処までして頂けたら感染

はしないと絶賛されていました。また、前日には会場

の消毒もされたそうです。三瀬会員本当にありがとう

ございました。参加された新入会員の松茂慎吾会員、

澤田貴宏会員、濵崎剛自会員、木村 崇会員、残念な

がら都合により参加できませんでした興梠一喜会員

と德永隆正会員は本当に残念でしたが、今後も会員が

集まった会合が開かれますので是非参加していただ

き交流を深めて頂けたらと思います。よろしくお願い

いたします。 

新型コロナウィルス感染症はワクチンが開発されな

い限り終息が見えない状況となっています。熊本では

化血研の製薬事業を継承するために発足した KM バイ

オロジクスが、大量に培養したウィルスを薬剤などで

感染症や毒性をなくしてワクチンとして利用する「不

活化ワクチン」開発を進めていますが、まずは 8 月 7

日に日本政府とアストラゼネカ（イギリス・大阪本社）

が日本国内における新型コロナウィルスワクチン

AZD1222 の供給に向けての基本合意書の締結を受け、

ワクチン供給に向けてバイアル充填から保管・配送を

行う企業の 1 社に選ばれました。アストラゼネカは

2021年初頭から 1億 2千回分のワクチン供給を目指し、

3 月までに 3 千回分の供給ができる予定との事です。

熊本の企業がワクチンを製造することになります。今

後は KM バイオロジクスの独自の不活化ワクチン開発

が待たれるところです。沼野プログラム委員長が熊本

ロータリークラブ会員の KM バイオロジクスの永里敏

秋社長の卓話を秋口にも予定していますので楽しみ

にしたいと思います。 

以上、会長報告です。 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ４３名 ６８．２５％ 

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） 

 

 

定例理事会報告（河津延雄君） 

1.RAC 年次大会について 

⇒「全員登録」が承認されました。（登録料2,000円） 

2.ガバナーに関する地区業務について（堀川貴史会員） 

これまでのやり方では一つのクラブ（ガバナー所属ク

ラブ）だけに負担が掛かりすぎる。小規模のクラブか

らもガバナーを輩出するためにも地区内クラブで業

務を分担する等変えていきたい。 

⇒承認されました。 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.芦北 RC より豪雨災害お見舞い金の御礼が届いておりま

す。  

2.姫路南 RC より7月週報が届いております。 

3.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。 

4.新型コロナウィルス対策として、例会場は当面の間「天草」

より「阿蘇」に変更いたします。ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～Web 例会に変更 

[日  程] 8 月 24 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 25 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 25 日（火）12：30～ 

○平成 RC～クラブ協議会のため時間変更 

[変更前] 8 月 26 日（水）18：30～ 

[変更後] 8 月 26 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 26 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 27 日（木）13：00～ 

○西稜 RC～Web 例会に変更 

[日  程] 8 月 31 日（月）18：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 31 日（月）18：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 7 日（月）12：30～ 

○グリーン RC～G公式訪問のため時間変更 

[変更前] 9 月 7 日（月）18：30～ 

[変更後] 9 月 7 日（月）12：30～ 
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新入会員自己紹介 1回目 

 

 

 

 

 

氏名：谷口英樹（たにぐち ひでき）君 

生年月日：昭和43年5月24日 

出身：熊本県 

勤務先：西日本電信電話株式会社熊本支店 

推薦者：河津延雄君・丸山浩之君 

 

委員会報告 

●IAC 委員会（古財良一君） 

  

 

 

 

 

 

川合由美様（熊本国府高校 IAC） 

 山内克洋様（熊本国府高校 IAC） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。IAC 委員会よりご報告です。

熊本国府高校 IAC は今年度10名の新入部員を迎え、合

計27名でスタートしました。7月29日に1学期の例会を

開催、河津会長はじめ、6名の熊本南 RC 会員の皆さま

にご参加いただきました。前年度と今年度の活動報告

を行いましたが、前年度で新しい取り組みとして英語

を使った国際交流がしたいとの希望から、寿崎奨学生

にご協力いただき交流会を開催いたしました。予定時

間を30分以上オーバーするほど盛り上がり、生徒たち

にとって大変充実した時間を過ごせたことに感謝し

ております。この取り組みは今後も継続していきたい

と思っています。また、今回の豪雨災害を受け、国府

高校内で募金活動を行いました。43,279円の募金が集

まり寄付させていただいました。以前から交流のある

千葉 市原中央高校 IAC からも支援物資（タオル）を

送りたい旨の連絡があり、こちらは八代市の老人ホー

ムへ届けさせていただきました。今後も色々な活動を

行っていきたいと思いますので、引き続きご支援のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

  

●雑誌委員会（桑原幸雄君） 

  皆さま、こんにちは。今月のテーマは会員増強・新

クラブ結成推進月間です。3ページに RI 会長メッセー

ジが掲載されております。歴史的な変化の年に、「こ

れまで以上にさまざまな視点と多様性が必要になり

ます」とあります。また、「ロータリーの創始者ポー

ル・ハリスがかつて言ったように、時には革新的にな

らなければいけないこともあります。今がまさにその

時です。中核的価値観を守りつつも、変化を取り入れ

てより強固な存在になるために、ロータリーは機会の

扉を開きます。それこそ無限に」と締めてあります。

7ページから11ページまでの特集記事で「私がロータ

リーを続ける理由、そしてその魅力」が掲載されてお

ります。退会を考えたが、先輩会員や周囲の仲間や社

員に励まされて現在まで続けられているというエピ

ソードが記載されております。12ぺージから17ページ

まで、「世界が止まっても、彼らは止まらなかった」

の記事では医師、葬祭業、公共事業職員などコロナ禍

の最も重要な局面で超我の奉仕を実践する職業人た

ちの事が記載されております。 

縦書きの 11 ページの歌壇に、熊本水前寺公園 RC の

北里会員、柳壇には大分 中津 RC の古田会員の投稿が

掲載されております。19 ページ、ロータリーアットワ

ークには熊本東 RC の「医療従事者の会員も支援」と

いう記事で施設に高濃度アルコールを、医療従事者の

会員 5人にマスクと消毒用アルコールを寄贈したとあ

ります。また 49 ページには「ご投稿をお待ちしてお

ります」とロータリーの友投稿規定が記載されており

ます。スマホでも投稿出来ますので興味がある方はロ

ータリーの友に投稿していただければと思います。 

 

●スマイルボックス（馬場大介君） 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・坂本幸樹君 

 玉田光識君・沼野修一君 

 本日の卓話者 井口由美子様のご来訪を心より歓迎い

たします。4 月から延び延びになり今日がとても待ち

遠しかったです。今日はよろしくお願いします。また、

熊本国府高校 IAC でお世話になっています川合先生、

山内先生のご来訪を歓迎申し上げます。 

○原 裕一君 Ⅱ 

 本日の卓話者 井口由美子様に心から感謝します。ま

た、前回の今村パスト会長から名前を挙げていただい

たのでもっと頑張って出席率を上げていきたいと思

います。来年の台北国際大会参加、皆さまよろしくお

願いします！ 
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○園田修司君 

 本日の卓話者 井口先生を歓迎会いたします。専門士

業の会で長年ご一緒させていただいておりました。楽

しい話、ためになる話を楽しみにしております。 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・德永隆正君・馬場大介君 

 大津英敬君 

 新入会員の谷口英樹さんを歓迎します。ロータリーラ

イフをエンジョイしてください。 

○高宮 宏君 

 先日、熊日新聞に告坂さんのベビーの写真が出ていま

した。かわいいベビーでしたね！また、国府高校 IAC 

川合先生、山内先生を歓迎いたします。 

○谷口英樹君 

 NTT 西日本の谷口です。本日より熊本南ロータリーク

ラブに入会させていただきます。ロータリー活動は初

めてですので、皆さまご指導よろしくお願いいたしま

す。 

○告坂和紀君・三瀬広海君  

 河津年度初の親睦活動行事、8/3 暑気払い＆新入会員

歓迎会はコロナ影響下にもかかわらず、30 名の方にご

参加いただきありがとうございました。次回は 9/28

に吉本栄一会員、渕田俊郎会員の歳祝いを予定してお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○田中裕司君 

 先日、熊本県高校野球の代替大会の優勝校へのご寄付

多数ありがとうございました。残念ながら甲子園に連

れていくツアー企画はコロナの影響で取りやめとな

りました。代わりに優勝校に希望の野球道具を寄贈す

ることになりましたので、ご了承していただきたいと

思います。 

○園田修司君  

 先日、私の長男が熊日新聞の書道展で小学生としては

最高位の「特選」をいただきました。表彰式を楽しみ

にしていたのですが、連絡ミスにより会場に到着した

時には終わった後でした。来年も頑張ってもらいたい

です。 

○藤山直秀君  

 昨年末 CD デビューした三男が先月末にコロナに感染

しましたが無事完治しました。安堵のスマイルです。 

 

●外部卓話（沼野修一君） 

「今、行政書士だからこそできること」      

井口由美子様 

  

 

 

 

 

 

【経 歴】 

昭和 30 年 4 月生まれ 

      熊本市立力合小学校卒業 

      熊本市立城南中学校卒業 

昭和 49 年 3 月  

熊本県立第一高等学校卒業 

昭和 53 年 2 月  

行政書士資格取得 

昭和 57 年 7 月  

行政書士登録 行政書士事務所開業 

平成 23 年 5 月  

熊本県行政書士会副会長就任 

平成 25 年 5 月  

熊本県行政書士会副会長就任 

平成 27 年 5 月  

熊本県行政書士会会長就任  

      6 月  

日本行政書士会連合会理事就任 

 平成 29 年 5 月  

熊本県行政書士会会長就任 

6 月  

日本行政書士会連合会常任理事就任 

令和 元年 5 月  

熊本県行政書士会会長就任 

熊本県行政書士政治連盟会長就任 

6 月  

日本行政書士会連合会理事就任  

      日本行政書士政治連盟会長就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

 9/7（月） 会員卓話 松茂信吾君 

 9/14（月）外部卓話 森江一史様 

（熊本教育センター所長） 

 9/21（月）祝日のため休会 

 9/28（月）会員卓話 網川 久君 

 

 

 


