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令和２年（2020）年８月３日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

 

 

本日の卓話 今村浩昭会員「奉仕の理想を求めて」より 

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。 

今日の卓話は会員卓話で 2017-2018年度の熊本南 RC会長でした今

村浩昭会員です。よろしくお願いいたします。 

まずは先週例会後に開きました臨時理事会の報告です。第一議

案）田中靖昭会員の退会が承認されました。第 2 議案）田中会員

の後任になります西日本電信電話株式会社熊本支店ビジネス営業

部長の谷口英樹さんの入会が承認されました。第 3 議案）豪雨災

害のお見舞金についてクラブの基金から 30万円を芦北ロータリー

クラブに届けることとしました。山鹿も候補に上がりましたが、

被害が芦北に比べ少ないため今回は見送りとなりました。第 4 議

案）8 月 3 日（月）本日開催を予定しています「暑気払い会＆新入

会員歓迎会」の開催につきまして、コロナウィルスの拡大が懸念

され親睦活動委員会から実施するか否かの可否を理事会に提案さ

れましたが、会場となった HERO 海 三瀬会員のご協力により大皿

でない個別の料理の提供やソーシャルディスタンスが取られた広

い会場の確保等コロナ対策が十分とられている事、今年度熊本南

RC のコロナウィルス被害の会員を応援するためのテーマ「とも

（友）に乗り切ろう」との判断で開催することとしました。 
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参加される方本当にありがとうございます。 

先週は 28 日にローターアクトクラブ委員会の第一回

IM が開催されました。議題は国際ロータリー第 2720 地

区ローターアクト第 36 回大会についてでした。こちら

も新型コロナウィルスを考慮した開催の有無の決定に

ついてなどが議論され、開催するか否かの最終判断はガ

バナー判断、それまでは実施に向けて全力で取り組む、

熊本南 RC でも応援する、熊本南 RC の全員登録について

は理事会に諮ることとなりました。又、開催 2 日目の 10

月 11 日（日）が青少年奉仕委員会事業の水球大会と同

時開催となることから、熊本南 RC の参加メンバーは調

整する事となりました。会員皆様のご協力をお願いいた

します。 

又、29 日は熊本国府高等学校インターアクトクラブの

例会に初めて参加しました。熊本南 RC からの参加者は

高宮職業奉仕委員長、園田社会奉仕委員長、古財 IAC 委

員長、森本前年度委員長、そして丸山幹事と私の 6 人で

した。例会では令和元年度活動報告があり、清掃活動や

チャリティ活動、エコキャップの回収活動等、部員 29

名が精一杯頑張ったほぼ毎月の色々な奉仕活動の報告

がありました。今年の会員数は 27 名との事で今回の水

害では校内での募金活動を行い熊本県に寄付するとの

事でした。 

30 日には丸山幹事と芦北ロータリークラブにお見舞

金を届けました。林田会長、粟村幹事、2720 地区職業奉

仕部門副部門長で芦北町議員の川尻副部門長にお会い

しました。被災時の芦北町役場屋上からドローンで撮影

した写真を拝見しましたが、3 号線沿線の町中心部が水

没していました。川尻副部門長も初めての体験だったと

話され 26 人の会員で被害に合わなかった会員はいなか

った、例会会場も使用できない状態と話されていました。 

30 日は 2020～2021 年度第 1 回熊本市域 RC 会長・幹事会

も開催されました。議題 1 は江南 RC からひとり親家庭

の子供たちへの支援を江南 RC として支援しているがグ

ループ全体での奉仕活動にできないか？議題 2は木村ガ

バナー補佐から欠席メーキャップについてサインメー

キャップの廃止についての提案がありました。結論は出

ていませんので皆さんの意見をお聞きして理事会に諮

り、熊本南 RC としての回答を行いたいと思います。 

尚、来年 1 月 6 日（水）熊本市域 RC 新春合同例会がホ

テル日航熊本で開催されます。 

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 

６３名 ４５名 ７２．５８% 

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.熊本県ロータリー奨学会より寄付金明細書が届いておりま

す。 

2.本日の暑気払い＆新入会員歓迎会は18：30～HERO 海 

手取本町店にて開催いたします。ご参加の方はよろしくお

願いいたします。 

3.来週（8/10）例会は祝日のため休会です。次回は8/17

（月）通常開催予定です。 

4.8/7（金）～8/13（木）は事務局員夏季休暇のため不在しま

す。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 18 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 19 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 8 月 20 日（木）13：00～ 

[変更後] 8 月 20 日（木）19：30～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 8 月 25 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 25 日（火）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 25 日（火）12：30～ 

○平成 RC～昼例会に時間変更 

[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～ 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（澤田貴宏・告坂和紀君） 
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 ［誕生祝］               ［結婚祝］ 

馬場大介君 8.1       松茂信吾君 8.6 

松茂信吾君 8.6 

池﨑龍彦君 8.8 

坂本研一君 8.21 

木下貴夫君 8.26 

西川尚希君 8.27 

鬼塚貴志君 8.28 

三瀬広海君 8.31 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

本日の「暑気払い＆新入会員歓迎会」は18：30より HERO

海 手取本町店にて予定通り開催いたします。ご参加

の方はよろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・坂本幸樹君 

 森本康文君 

 今村パスト会長の卓話を楽しみにしています。昨日は

楽しみで一睡もできませんでした。また、林田会員、

スマイル報告頑張ってください。笑顔でにっこりです。 

○野口泰則君 

 本日の会員卓話 今村浩昭君のお話を楽しみに出てま

いりました。昨夜は心配で眠れませんでした。頑張っ

てください。 

○漆島典和君・古財良一君・松茂信吾君 

 本日の卓話者 今村PPに心から感謝します。 

○沼野修一君 

 本年度最初の卓話を今村元会長にお願いしました。快

く引き受けていただきありがとうございます。本日の

卓話を楽しみにしています。 

 

○玉田光識君・喜讀宣友君・新田義正君 

 本年度 河津会長年度の奉仕活動が順調に行われます

ように。また、スマイルする人が増えますように祈念

してスマイルいたします。 

○高宮 宏君 

 先月 28 日の熊本南 RAC 歓送迎会は盛大に行われ大変

楽しい会でした。西川委員長、河津会長お疲れさまで

した。また、29日の国府高校IAC例会に出席しました。

高校生の話がとても新鮮で、特にボランティアへの取

り組みは感心しました。この日も河津会長お疲れさま

でした。 

○北口 誠君・西川尚希君 

 先日の熊本南 RAC歓送迎会に参加いただいた会員の皆

さま、ありがとうございました。おかげさまで会も盛

り上がりアクトメンバーも喜んでいました。また、本

日の今村会員の卓話を楽しみにしております。 

○網川 久君 

 弊社社員が宇城 RC の本年度幹事を受けていることが

発覚しました。相談はありましたが、日ごろお世話に

なっている方が会長とのことで断ることができなか

ったようです。私としては出来る範囲で応援してまい

ります。宇城 RC の幹事とお会いされましたら弊社社

員ですのでやさしく対応をお願いします。 

○久峨章義君 Ⅹ 

 コロナが益々増加の中でありますが、私の行き遅れて

おりました長女が結婚することになりました。今ニュ

ーヨークにおりますが、向こうで式を挙げるとのこと。

来年 4月に京都で改めて式を挙げることになりました。 

○星野誠之君 

 先日行われました菊池郡市の中学軟式野球大会で、長

男 光太郎、次男 春太郎の所属する菊池南中学校が優

勝しました。8 月 15、16 日で県大会の予定ですが、コ

ロナの影響でどうなることやら。喜びのスマイルです。 

○木下貴夫君 Ⅲ 

 先日の熊本南 RAC 歓送迎会に参加の皆さま、お疲れさ

までした。西部ガス入社 1、2 年目の前田、中村が入

会しました。新任女性会長の木下共々指導のほどよろ

しくお願いします。また、本日の暑気払い＆新入会員

歓迎会は急遽お客様対応が入りましたので欠席させ

ていただきます。申し訳ございません。お詫びと西部

ガス RAC メンバー3 名への期待を込めてのスマイルで

す。 

○鬼木幹生君 

 梅雨明けに感謝。これから台風災害がないことを願っ

てスマイルします。 

○齊藤直信君 Ⅲ 

 愛馬たち、コロナ禍とともに氷河期突入。縁起直しの

つもりでスマイル！ 
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○德永隆正君 Ⅱ 

 32 歳の時に熊本西南 RC で新入会員歓迎会をやって、

今夜 71 歳で 2 度目を楽しみにしておりましたが新型

コロナ感染リスクレベル 3が発信され高齢者なので自

粛いたします。宴会は大好きなので残念です。次回の

観月会を楽しみにしております。  

○坂本研一君 

 先週の例会での保護猫のチラシを見てこれは運命的

な縁だと思い、雑賀さんより子猫をいただきました。

寂しい生活に潤いを与えてくれると信じています。雑

賀さんのお父様からお手紙でトイレの砂はユニ・チャ

ームとまでご指示いただいたおかげでトイレも一回

で覚えさせることができ粗相もなく手間いらずです。

ですので名前を「サイガちゃん」にしようと思いまし

たが、「ツゲちゃん」も候補に挙がり迷っています。

超「かまってちゃん」なので寝不足です。でもかわい

いです。雑賀さんありがとうございました。 

○永井富士雄君 

 本日の暑気払い＆新入会員歓迎会は、明日健康診断の

ため申し訳ありませんが欠席させていただきます。盛

会をお祈りします。 

 

●会員卓話（坂本幸樹君） 

「奉仕の理想を求めて」     今村浩昭君 

  

 

 

 

 

 会社略歴 

2004 年  有限会社プランニング発 設立 

賃貸マンション  ラ・ブリーズ竣工 

2006 年 賃貸マンション ラ・ブリーズ R 竣工 

2008 年 熊本南ロータリークラブ 5 月に入会  

2018 年 賃貸アパート ラ・ブリーズ I 竣工 

○家庭生活 

子供：経済的なもの  14 年 

    月に一度ぐらい子供と食事 

    適度な距離感で関係維持 

母親：デイサービス生活 ３年 

    月に一度は病院や美容室へ 

    週に一度は食材の買い出し 

＊友人の姿を見て、子供や母親へ、カタチから入り自然

体に変革中。 

○職 場  

不動産賃貸業歴は 16 年 

 竣工時点が最高で、年々収益力は減少。客層では景気

の影響を受ける業種。 

リーマンショック・民主党不況で不景気の波を受ける。

熊本地震で景気。コロナウィルス感染症の影響で、ま

た不景気の波を受ける。 

＊「入居者の快適な生活・幸せを祈って」に向けて変革

中。 

○ロータリー活動 

タイプロジェクト：2009 年 2 月から参加。2017 年ま

で 9 回参加。 

プロジェクトの皆さんと試行錯誤しながら活動。絵に

なる活動でしたが... 

台湾姉妹クラブ：2010 年 8 月、初訪問。以来、ほぼ毎

回訪問。10 年の間にかなり活発な青少年短期交換事業

に。 

＊国と国とのパイプを強くすることに、ささやかなる貢

献!? 

◎ここ数年は生き残りを中核に。世界情勢も変わって来

ている。そして、アフター・コロナに向け次の構想を、

次の付加価値創造を。奉仕の精神で世界が創られて行

くことを祈念いたします。 

 

◆8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会＠HERO 海 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


