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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

11/14（土）RA提唱クラブ協議会 

＠光の森町民センター「キャロッピア」 

11/21（土）職業奉仕ハイブリッドセミナー 

     ＠熊本城ホール 

 

 

 
令和２年（2020）年１１月２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 

加島裕士様（熊本県経営者協会専務理事） 

木村 初様（熊本第 4G ガバナー補佐） 

作守順子様（宇土 RC） 

 

10/23（金）熊本中央 RCチャリティーコンペより。ご参加の皆さん、お疲れさまでした！ 

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。約 1 か月ぶりの例会となりました。本日も例会参

加ありがとうございます。本日のご来訪者は熊本第 4G ガバナー補佐 木村 

初様、宇土 RC の作守順子様です。外部卓話は熊本県経営者協会専務理事

の加島祐士様です。よろしくお願いします。 

10 月 12 日開催予定でした観月会例会は、熊本市の感染レベルが 2 段階

上昇し最高レベルの 4 となったため、前回の例会で報告の通り感染レベル

が 4 の場合は例会は中止するとの理事会決定で残念ながら中止とさせて

いただきました。親睦活動委員会の告坂委員長をはじめ、委員の皆さん準

備等進んでいましたが誠に申し訳ございませんでした。又、当日は熊本南

RAC と寿崎奨学生も招き、親睦を深めて頂く予定でしたがいずれ

何らかの形で例会や親睦会等に参加していただく予定です。よ

ろしくお願いいたします。又当日中止決定に気づかれず会場ま

でお越しの方がおられたとのことです。申し訳ございませんで

した。10 月 11 日の熊本南ロータリークラブ杯  第 8 回熊本県水

球競技大会は、前回の例会で報告した通り会場のアクアドーム

が使用不可となりませんでしたので、予定通り開催することが

できました。青少年奉仕委員会の井上雅文委員長をはじめ委員

の皆さん、又当日運営に携わった委員以外の会員の皆様本当に  
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ありがとうございました。お礼申し上げます。今回の

大会にはコロナ禍の中にあって練習の機会や大会が

なく、昨年より 2 チーム多い 8 チームが参加しました。

今回は協会からの依頼で試合の模様を古財会員にお

願いし YouTube で配信していただき、出場者や父兄も

試合を見てもらうことができました。ありがとうござ

いました。10 月 26 日に第 3 回青少年奉仕委員会の IM

が開催され、赤﨑先生と鳴海先生が参加されコロナ禍

の中で水球大会を開催していただき本当にありがと

うございました、皆様によろしくお伝えくださいとの

お礼の言葉を頂きました。詳しい報告は井上委員長が

されると思いますので後程よろしくお願いいたしま

す。  

10 月 19 日に定例理事会を開催しました。第 1 号議案、新入会

員 ホテル日航熊本社長の川﨑 博さんの入会が承認されまし

た。第 2 号議案、東武トップツアーズ熊本支店の岡本直樹会員

の退会届が承認されました。コロナウィルス感染症拡大による

業績悪化のためとの事で残念ですが退会となりました。本人は

転勤ではないとの事です。第 3 号議案、米山奨学会への寄付は

今年も一人当たり 5,000 円を一般会計より寄付させていただ

きます。第 4 号議案、久峨章義会員より病気療養による出席義

務規定の免除の申し入れがあり承認されました。第 5 号議案、

11月 19日開催予定で今回は中止となりました熊本第 4グルー

プ IM 登録について、熊本南 RC のみ全員登録をしていませんで

したので次年度は全員登録をお願いする予定です。こちらは申

し送りとなります。第 6 号議案、堀川ガバナー年度のガバナー

補佐選出についてです。ガバナー補佐は持ち回りで次次年度が

熊本南 RC の担当でした。ちょうど堀川ガバナー年度にあたり、

熊本南 RC からガバナーとガバナー補佐を出すこととなります。

堀川ガバナーノミニーからは地区幹事、地区大会を他のクラブ

に依頼しており、よろしければ是非ガバナー補佐は熊本南 RC

メンバーにお願いしたいとの事で理事会としては承認し、選任

については堀川ガバナーノミニーに一任することとしました。

尚、米山奨学生の受け入れもガバナー輩出クラブとなっていま

す。第 7 号議案、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 円の積立金を会

員にお願いすることについて、7 月の理事会で承認され例会で

も報告していましたが、今年度の 1 万円についてはコロナウィ

ルス感染症の影響で例会が中止となっていますので、例会費用

の余剰金の中から準備することとしました。次年度分につきま

しては次年度検討することとなりました。第 8 号議案、例会の

食事についてです。コロナウィルス感染症による例会開催につ

いて中止するか否かの判断基準について前回の例会で報告の

通り、熊本市の新型コロナウィルス感染症情報サイト

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ています。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いただきま

したが、先週から熊本市と熊本県のリスクレベル発表

が統一され県のみの発表となりました。そしてリスク

レベルも 4 段階から 5 段階に変更となりました。大人

数での会食の自粛はこれまでの 4 から 5 に変更となり

ましたので例会中止の判断はレベル 5 といたします。

現在ホテル日航熊本の場合キャンセル料の発生が 1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。コロナウィルス感染症の終焉が全く見

えない状態となっています。例会をなるべく多く開催

するためにホテル日航熊本に 1週間前での判断では駄

目かと申し入れしました所、現状ではホテルで作る料

理について食材の破棄と人員の確保の問題があり難

しい、代わりにコロナウィルス感染症の期間だけ弁当

にして頂ければ直近の水曜日の判断でキャンセルで

きますとの回答がありました。理事会で検討し 2 か月

を目安に例会時の食事は弁当とさせていただきます。

よって例会中止判断は直近水曜日の熊本県のコロナ

ウィルス感染症のリスクレベルが最高のリスクレベ

ル 5 の場合は中止となります。反対に例会開催も直近

水曜日のリスクレベルが 5 から 4 に下方修正されれば

翌週月曜日の例会は開催となります。これまでより 1

週間早く決定できますので例会参加よろしくお願い

いたします。尚、事務局からメールで案内を送らせて

頂きます。この他、12 月 7 日開催予定の年忘れ家族会

については定例理事会の 11 月 16 日に決定し 2 週間前

の 11 月 25 日発表の感染レベルが最終判断となります。

尚、中止の場合は総会のみを食事なしで開催致します。

又 6 月から開催できていない前年度年祝いの会は 2 回

延期となっており、来年 6 月の年祝いの会で今年と来

年の該当者合同で開催することとなりました。吉本栄

一会員、渕田俊郎会員申し訳ございません。最後に堀

川ガバナー年度の地区財務委員長は星野誠之会員を

推薦する事になりました。尚、次回の定例理事会は 11

月 16 日開催を予定しています。  

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 

６２名 ４０名 ６６．６７％ 

出席規定適用免除者 2 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 より「例会再開のお知らせ」が届いており

ます。  

2.地区事務所より「2019-20年度地区資金決算報告」が届いており

ます。 
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3.ヒロ・デザイン専門校より「第17回高校生ファッション画コンテスト

in 九州・沖縄」実施及びご後援の御礼が届いております。 

4.姫路南 RC より8～9月週報が届いております。  

 

例会変更のお知らせ 

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 12 日（木）19：30～ 

[変更後] 11 月 13 日（金）19：30～ 

[場  所] お料理 おじま 

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 18 日（水）12：30～ 

[変更後] 11 月 15 日（日）未定 

[場  所] 江津湖 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 24 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 26 日（木）13：00～ 

 

10/26（月）定例理事会報告（河津延雄君） 

1.川崎 博様の入会について⇒承認されました。 

2.岡本直樹会員の退会について⇒承認されました。 

3.米山奨学会寄付について⇒一般会計より 5,000 円×全会員

数の寄付が承認されました。（特別徴収なし） 

4.久峨章義会員の出席免除について⇒承認されました。 

5.11/19 熊本第 4 グループ IMの登録について 

⇒「全員登録」が承認されましたが中止のため次年度申し送り。 

6.堀川 G 年度のガバナー補佐選出について⇒地区幹事、地区大

会は他クラブに担当していただくため、ガバナー補佐は熊本

南 RC より選出することが承認されました。（選任は堀川貴

史会員に一任） 

7.堀川 G 年度積立金について⇒今年度分（10,000 円/人）は例

会休会分の余剰金（一般会計）より支出することが承認され

ました。（特別徴収なし） 

8.例会食事について⇒お弁当であれば直近木曜キャンセルで

もキャンセル料の発生がないため、11～12 月例会の食事は

お弁当とすることが承認されました。 

9.12/7（月）年忘れ家族会について⇒11/16（月）定例理事会

にて協議。中止の場合、年次総会のみ食事なしでの開催が承

認されました。 

10.2019-20 年度の歳祝い親睦会について⇒今年度（2021/6/7

予定）開催の場合、合同開催が承認されました。 

11.堀川 G 年度の地区財務委員長について⇒星野誠之会員の推

薦が承認されました。 

 

 

 

 

 

木村 初 熊本第 4G ガバナー補佐報告 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。本日は11/19熊本第4グループ IM「中

止」のお詫びに参りました。大変残念ではございますが、この

コロナ禍の中、皆さまの安全を第一に決定いたしました。なに

とぞご容赦いただきますようお願い申し上げます。 

 

作守順子様挨拶（宇土 RC） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。堀川 G 年度 地区幹事を拝命いたしま

す、作守順子と申します。力不足ではございますが、精一杯務

めさせていただきます。皆さまと一緒に堀川 G 年度を支え、盛

り上げてまいりたいと思っておりますので、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●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報告です。

10/11（日）熊本南ロータリークラブ杯 第 8 回熊本県水球競

技大会はコロナ禍での開催でしたが、皆さまのご協力により

無事終了いたしました。心より感謝申し上げます。また、皆

さまに選定いただきました「高校生ファッション画コンテス

ト in 九州・沖縄」の表彰式が 10/17（土）に行われました

のでご報告申し上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【熊本南 RC 賞】中野英麿さん（宮崎県立佐土原高等学校2年） 
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●雑誌委員会（桑原幸雄君） 

  皆さま、こんにちは。本日配布しました R の友誌は10月号

です。先月は例会中止のためご紹介ができておりませんでし

たので、各自で内容をご確認ください。尚、11月号のご紹介

は11/9例会にて行う予定です。よろしくお願いいたします。 

 

●親睦活動委員会（告坂和紀君） 

   [ 誕生祝 ]            [ 結婚祝 ] 

山本博史君   11.3       木村弘訓君   11.9 

河津延雄君   11.20      渕田俊郎君   11.10     

玉田光識君   11.15 

                       北口  誠君   11.15 

馬場大介君   11.15 

坂本幸樹君   11.22 

近森栄太郎君  11.22 

 

●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） Ⅱ 

 11/19熊本第4グループ IM を開催することにしておりました

がコロナ感染予防のため中止することになりました。河津会

長、丸山幹事には大変お世話になりました。中止の連絡に参

りました。 

○作守順子様（宇土 RC） Ⅱ 

 堀川 G 年度で地区幹事をさせていただきます、作守と申しま

す。力不足かもしれませんが、精一杯務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○河津延雄君・丸山浩之君・玉田光識君・森本康文君 

 本日は 1 ヶ月ぶりの例会で皆さんに会えるのが楽しみで夜

も眠れませんでした。当クラブへの来訪者、木村ガバナー補

佐、宇土 RC の作守様を歓迎いたします。また、本日卓話を

いただく加島様に心から感謝いたします。卓話楽しみにして

います。 

○塚本 侃君・堀川貴史君・坂本研一君・漆島典和君 

北口 誠君・古財良一君・三角雄介君 

 木村ガバナー補佐、宇土RCの作守さんのご来訪を歓迎いたし

ます。 

○高宮 宏君 

 本日の卓話者 加島裕士さんのご来訪を歓迎いたします。古

い知り合いで久しぶりにお会いします。今後もますますのご

活躍を！ 

 

  

○喜讀宣友君・馬場大介君・園田修司君 

 本日の卓話者 加島様、ご来訪の木村様、作守様を歓迎しま

す。例会前の三角会員の発言感服いたしました。堀川ガバナ

ーの次のガバナーは三角会員だと確信しました。未来の三角

ガバナーへスマイルいたします。 

○沼野修一君・谷口英樹君 

 本日の卓話者 加島裕士様に心から感謝します。お忙しいと

ころありがとうございます。 

○井上雅文君・桑原幸雄君 

 10/11（日）熊本南RC杯 第8回熊本県水球競技大会を無事終

えることができました。委員会メンバーの皆さまはじめ、多

数の会員の皆さまにご協力いただき感謝しています。ありが

とうございました。 

○鬼木幹生君 

 先日、熊本県の依頼で阿蘇でのワーケーションに参加しまし

た。NHKはじめ放送されてしまいました。仕事か遊びかよく

分かりませんでしたが楽しかったのでスマイルします。 

○永井富士雄君 

 当クラブへの来訪者 木村様、作守様を歓迎いたします。早

いもので先月70歳の誕生を迎えました。これからも健康に留

意してまいりますので今後ともよろしくお願いします。 

○新田義正君・澤田貴宏君・網川 久君・告坂和紀君 

 1ヶ月ぶりの例会で皆さんのお顔を見れたことが直近のうれ

しい出来事です！ 

○松茂信吾君 

 長女「怜那」の誕生日が 11/8 です。大病もなく 1 歳を迎え

ることができます。家族のお祝い事でスマイルします。 

○齊藤直信君 

 今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（沼野修一君） 

「ウィズコロナ時代の人材確保」    

加島裕士 様（熊本県経営者協会専務理事） 

 

 

 

 

 

昭和 30年 8月 27 日 熊本生まれ 熊本育ち 65 歳 

東急観光で団体旅行営業・学会等営業イベント企画等を経験

親戚からイベントホールモックを任される。 

熊本産業展示場（のちの財団法人グランメッセ熊本）設立に

参加。 

グランメッセ熊本の指定管理移行で熊本産業文化振興㈱に

て取締役待遇事務局長 

熊本産業文化振興の熊本市男女共同参画センターはあもに

いの指定管理参加で副館長 

熊本放送からの出向で熊本県経営者協会専務理事 


