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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

11/5（木） 第2回市域RC会長・幹事会 

      ＠ホテルキャッスル 

11/19（木）熊本第4グループIM＠ニュースカイ 

 

 

 

 
令和２年（2020）年１０月５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 

徳永隆裕様 

（ヒロ・デザイン専門学校長） 

 

10 月 11 日（日）熊本南 RC 杯 第 8回熊本県水球競技大会＠アクアドームくまもと 

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。本日もご出席ありがとうございます。本

日はヴィジターでヒロ・デザイン専門学校長の徳永隆裕様が参加

されております。よろしくお願いいたします。卓話は新入会員卓

話となっています。SMBC 日興証券㈱熊本支店の澤田貴宏支店長で

す。どうぞよろしくお願いいたします。9 月 14 日に定例理事会と

前年度の臨時理事会を開催しました。前年度の臨時理事会では

2019-2020 年度決算報告について説明があり承認されました。今年

度の定例理事会では、第 1 号議案、10 月 11 日の熊本南ロータリー

クラブ杯 熊本県水球競技大会については十分なコロナ対策をす

ることで承認されました。第 2 号議案、10 月 12 日開催予定の観月

会例会はコロナ対策のため、会場を 5 階の阿蘇に変更し、料理も

大皿でない個別の料理提供で開催することで承認されました。第 3

号議案 田川憲生会員の退会が承認されました。後任をホテル日航

熊本にお願いしましたところ、先週末事務局に川﨑 博社長から

の入会申込書が届きました。次回理事会で承認していただく予定

です。第 4 号議案、今後の例会開催についてです。コロナウィル

ス感染症による今後の例会開催について中止するか否かの判断基

準について理事会で検討しました。 

 

第８回例会記録（通算第 2849 回）  
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これは事務局等に来週の例会は予定通り開催するのか

などの問い合わせが多数あったため、何か判断基準を設

けた方が会員の皆さんも心配しないで良いのではと考

え提案させていただきました。少人数のクラブではソー

シャルディスタンスを考えた会場の配置やオンライン

例会も考えられますが、当クラブの現状として非常に難

しいと思います。そこで熊本市の新型コロナウィルス感

症情報サイトに毎週水曜日に更新されるリスクレベル

情報を例会開催の判断基準とします。リスクレベルは平

常の 0～4 までの 5 段階で表示されます。最高のレベル

4 の特別警報が発令された場合、例会中止とさせ

て頂きます。ホテル日航熊本の場合キャンセル料

の発生が 2 週間前となっていますので 2 週間前の

水曜日時点での判断となります。又、逆に直近水

曜日に警戒レベルが 4 に引き上げられた場合に

は例会中止とさせていただきます。事務局からメ

ールで中止の案内を送らせて頂きます。以上の事

から先週 9 月 28 日の例会は中止とさせていただ

きました。今後はコロナウィルス感染症とインフ

ルエンザの時期と重なりますので予断が許され

ませんが引き続きこの判断基準で続けていきま

す。ご協力お願いいたします。尚、10 月 12 日開

催予定の観月会例会につきましても同様の判断

で開催するかどうかを決めさせて頂きます。気候

も良くなってきましたがこれからはインフルエ

ンザの季節となります。予防接種を是非受けて頂

きたいと思います。西川会員の桜十字病院もあり

ますのでこれまで注射が嫌いで予防接種を受け

なかった人も用心のため受けて頂ければと思い

ます。9 月 28 日第 2 回青少年奉仕委員会が HERO

海で開かれました。今度の日曜日開催の熊本南ロ

ータリークラブ杯 第 8 回熊本県水球競技大会に

ついてでした。協会からは赤﨑先生、高橋先生、

鳴海先生、入江先生の 4 名の先生方が出席されま

した。冒頭赤﨑先生から今回の大会開催を熊本南

ロータリークラブで決定していただき生徒たち

を含め関係者全員が非常に喜んでいる、ありがと

うございましたと挨拶されました。大会内容につ

きましては先日の例会で報告した通り十分なコ

ロナ対策で実施することとしました。出場チーム

は昨年より 2 チーム多い 8 チームとなりました。

試合時間は昨年の半分の 2 ピリオドとなります

ので一試合ごとの時間を短縮し余った時間は消

毒などコロナ対策に充てるとの事です。この大会

は会場が使用不可とならない限り、今週のコロナ

ウィルス感染症の感染レベルに関係なく開催し

ます。当日お手伝いされる皆様よろしくお願いい

たします。9 月 29 日は親睦活動委員会の IM が開

催されました。10 月 12 日の観月会例会について

でした。 30 日（水）発表のコロナウィルス感染

症の警戒レベルは 2 と発表されましたので現在

開催予定です。今回は熊本南 RＡ C、寿崎奨学生

も招き親睦を深めて頂く予定です。新型コロナウ

ィルス対策として会場変更など安心して参加で

きるように告坂委員長ほか委員の皆さんが色々

考えて頂いています。多数の方の参加をよろしく

お願いいたします。尚、先週末から熊本での感染

者が増えてきています。熊本市ではクラスターも

発生しています。今週水曜日発表で感染レベルが

上がる可能性もあります。レベル 3 では開催しま

すが、レベル 4 になれば来週の夜例会は中止とな

ります。中止の場合は事務局から連絡させていた

だきます。  

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 ４０名 ６６．１３％ 

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 RC、熊本中央 RC、熊本西稜 RC より「例会再開のお

知らせ」が届いております。  

2.熊本南 RAC より「第36回年次大会延期のご案内」が届い

ております。 

3.国府高校 IAC より「豪雨災害支援の報告」が届いておりま

す。 

4.米山梅吉記念館より館報 Vol.36が届いております。 

5.第2720地区ローターアクトより地区新聞第2号が届いてお

ります。 

6.オハイエくまもとより10周年記念誌が届いております。  

7.来週（10/12）例会は観月会例会18：30～に変更いたしま

す。通常時間（12：30～13：30）はございません。ご注意く

ださい。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 27 日（火）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 29 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 29 日（木）13：00～ 
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新入会員自己紹介 3回目（谷口英樹君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。単身赴任のため現在会社の寮住

まいですが、建物の老朽化に伴い引っ越しました。また、

会社のほうも九品寺の新ビルの開所式が今週末行われ

ます。順次各部ごとに移転いたしますが、私の部は今月

末の移転予定です。仕事環境、生活環境ともに新しくな

りますので気持ちも新たに頑張っていきたいと思って

おります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会（原 裕一君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。来年6月に開催されます、

「2020-21ロータリー国際大会 in台北」のご案内です。

申込は本日までとなっておりますが、現在、フライト

もホテルも大変混雑が予想されています。スケジュー

ルや費用等の調整が必要ですので、追加で参加希望の

方は早めに事務局までお知らせいただきますようお

願いいたします。 

 

●青少年奉仕委員会（井上雅文君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会よりご案内

です。来週 10 月 11 日（日）熊本南ロータリークラブ

杯 第 8 回熊本県水球競技大会が開催されます。ご参

加の皆さま、ありがとうございます。今年はコロナ禍

の中、開催の判断がギリギリになってしまいましたが、

先生方の開催に向けての強いご要望もあり、消毒、検

温、ソーシャルディスタンスに配慮した上での開催が

決定しました。尚、当日はマスク着用、各自上履きを

お持ちくださいますよう、お願いいたします。 

  

 

 

 

●親睦活動委員会（木村 崇君） 

   ［誕生祝］        ［結婚祝］ 

野口泰則君    10.5       德永隆正君   10.5 

藤木正幸君    10.8       沼野修一君   10.10 

永井富士雄君  10.27       柴本幸生君   10.21 

北口 誠君    10.30       木下貴夫君   10.24 

   

 

 

 

 

 

 

 

          ［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

◆堀川貴史ガバナーノミニー報告 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。2年後のガバナー年度に向け

少しずつ準備を進めておりますが、地区幹事を宇土 RC

の作守順子さんにお願いしましたところ、ご本人の承

諾と宇土 RC からも推薦をいただきましたのでご報告

申し上げます。尚、地区副幹事につきましては地区幹

事と相談しながら進めていく予定です。 

 

◆「第17回 高校生ファッション画コンテスト in 九州・

沖縄」熊本南 RC 賞選定  

      徳永隆裕様（ヒロ・デザイン専門学校長） 
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●スマイルボックス（三角雄介君） 

○徳永隆裕様（ヒロ・デザイン専門学校長） Ⅱ 

 高校生ファッション画コンテストで大変お世話にな

っております。 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・園田修司君 

 本日ご来訪のヒロ・デザイン専門学校 徳永隆裕校長

を歓迎いたします。また、本日の澤田会員の卓話を大

変楽しみにしております。 

○渕田俊郎君・堀川貴史君・坂本研一君・漆島典和君 

 北口 誠君・大津英敬君・井上雅文君・三角雄介君 

 松茂信吾君 

 ヒロ・デザイン専門学校長 徳永隆裕様のご来訪を歓

迎いたします。素敵な作品が熊本南RC賞として選ばれ、

生徒の皆さまの励みになることを願っています。 

○沼野修一君 

 本日の卓話者 澤田貴宏会員の新入会員卓話を楽しみ

にしております。 

○木村 崇君 

 去る9月15日、お陰様で弊社第一生命は118歳となり、

熊本支社は100歳となりました。ありがとうございま

す。 

○野口泰則君 

 ハッピーバースデーですね、満72歳になります。まだ

まだひと花咲かせようと頑張っています。皆さまコロ

ナに負けず頑張りましょうのスマイルです。 

○谷口英樹君 

 先日単身赴任先の住まいを引っ越しました。会社の通

勤が近くなり大変便利になったのでスマイルいたし

ます。 

 

●会員卓話（園田修司君） 

「新型ウィルスと景気」   澤田貴宏君 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■10/11（日）熊本南 RC 杯 第 8 回熊本県水球競技大会 

             ＠アクアドームくまもと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


