11/16（月）例会及び第 2 回クラブ協議会＠ホテル日航熊本「阿蘇」より

第１１回例会記録（通算第 2852 回）
令和２年（2020）年１１月１６日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「われらの生業」
来訪者紹介
ございません

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

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。
今日はクラブ協議会も兼ねての例会となっています。よろしくお
願いいたします。熊本の新型コロナウィルス感染症の熊本県のリ
スクレベルは先週水曜日の段階でレベル 3 警報となっています。
11 月 3 日から 9 日までの一週間の県内の感染状況は新規感染者 48
名、うちリンクなし感染者 17 名で感染状態は拡大傾向にあるとし
ています。又、県は忘年会・新年会シーズンが近づき、今後は飲
食を伴う会食の機会が多くなることが見込まれることから、国の
分科会が提言している、感染リスクが高まる「5 つの場面」等につ

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 網川 久君

いて改めて県民・市民の皆様に感染防止対策に取り組んでいただ
きたいとしています。
「5 つの場面」とは①飲食を伴う懇親会等、
②大人数や長時間におよぶ飲酒、③マスクなしでの会話、④狭い
空間での共同生活、⑤居場所の切り替わりです。これから忘年会
シーズンとなりますが、会員の皆様方は十分に予防対策を行い参

今月・来月の行事

加していただければと思います。もちろん会社の方針等で夜の会

12/7（月）年次総会・忘年会
＠ホテル日航熊本「天草」

食が一切できない方もおられるかとは思いますが、メンバーの中
には飲食店関係者もいますし、熊本の経済低下もありますのでで
きるだけ協力していただければと思っています。

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

11 月 9 日親睦活動委員会の IM が開催されました。議題

幹事報告（丸山浩之君）

は 12 月 7 日に予定しています年忘れ家族会についてで

1.本日の卓話は「第2回クラブ協議会」を開催いたします。事

した。後程のクラブ協議会で告坂委員長が詳しい報告を

業予定のある委員長はよろしくお願いいたします。

されると思いますが、親睦活動委員会としては春以降コ

2.例会終了後、「歴代会長会」及び「定例理事会」を開催い

ロナウィルス感染症の影響で予定していたイベントが

たします。関係各位はご参加をお願いいたします。

殆ど中止となっているため、何とか年忘れ家族会を開催

3.来週（11/23）例会は「祝日のため休会」です。次回例会は

したいとの思いが強くありましたが、最近学校などでの

11/30（月）12：30～の予定です。ご注意ください。

クラスター発生があり子供たちの参加は難しいのでな
いかとの意見が出ています。前回の例会でもお話しさせ

例会変更のお知らせ

ていただきましたが、感染レベルが最高の 5 の場合でも

ございません

総会だけは開催する予定でした。熊本県の現状を考えま
すとレベル 5 の厳戒警報発令はクラスターが数カ所発生

委員会報告

し病床が不足する事態とならない限り、経済回復を考え

ございません

ると出せないように思えます。8 月 3 日の暑気払い＆新
入会員歓迎会以降は全会員が集まっての会食等は中止

定例理事会報告（河津延雄君）

となっていますので、12 月 7 日はロータリーメンバーだ

1.12/7（月）年忘れ家族会について

けでも忘年会が出来ればと思っています。親睦活動委員

⇒

忘年会（家族

の参加なし）とすることが承認されました。

会で感染のリスクがないやり方も検討していると思い

2.2021/1/6 熊本市域 RC 新春合同例会中止に伴う例会日

ますので皆様の協力もよろしくお願いいたします。尚、

程について

⇒

1/4（月）休会、1/18（月）例会開

開催するかどうかの最終判断は理事会での決定となり

催が承認されました。

ます。後程告坂委員長の詳しい報告があると思います。

3.事務局員の賞与について

よろしくお願いいたします。

⇒

支給が承認されまし

た。

11 月 14 日ローターアクト提唱クラブ協議会が光の森町
民センターで開催され、丸山幹事と西川 RAC 委員長で参

●スマイルボックス（三角雄介君）

加しました。2020 年 1 月国際ロータリー理事会はロータ

○河津延雄君・後藤

博君・丸山浩之君・森本康文君

ーアクトに関する追加の決定を行い、①2022 年 7 月から

坂本幸樹君・沼野修一君

ローターアクトクラブは国際ロータリーに人頭分担金

本日のお弁当の炊き込みご飯がベタっとしていまし

の支払いの開始。学生は 5 ドル・社会人は 8 ドル、②ロ

た。次回は改善されるよう期待してスマイルします。

ーターアクトクラブは年齢制限を設定できるがこれは

○漆島典和君・坂本研一君・北口

誠君・馬場大介君

義務ではないなどの報告が行われました。又、地区のロ

園田修司君・三角雄介君・西川尚希君・告坂和紀君

ーターアクトの会員数が 2016-17 年度熊本 90 名、大分

プルデンシャル生命に所属しておられる坂本幸樹会

69 名、合計 159 名だったのが、2020-21 年度は熊本 38

員が、同社営業成績日本一になられました。今までは

名、大分 44 名の合計 82 名約半分に激減している、RAC

当然、東京・大阪・名古屋等の都市圏から出ていたそ

の会員拡大についてはロータリアンの応援が必要など

うですが、熊本からという事態に社内も騒然だそうで

話されました。詳しい内容については西川委員長から報

す。そんなすごい人が友達にいることも私たちの誇り

告があります。

です。おめでとうございます。

以上、会長報告です。

○坂本幸樹君

Ⅹ

日本一だったのは4月から9月までです。10月には東京
の社員に追い越されました。これからも謙虚にがんば

出席報告（藤山直秀君）

ります。
会員数

出席数

出席率

６２名

４１名

６８．３３％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

○古財良一君
長女のhappy birthdayでした。13歳です。ちなみに反
抗期です。でもかわいいです。
○谷口英樹君

欠席記録免除者 1 名

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

０名（会員数には含まれません）

です。
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●第 2 回クラブ協議会

[会

○親睦活動委員会（告坂和紀君）

[連絡事項]

1.年忘れ家族会について

費]

10,000 円

参加者は会員のみ。イベント未定。（オークションの

[事業概要]

実施はございません）

今年は新型コロナウィルスの影響により様々な影響

⇒イベント内容等詳細は委員会で協議をお願いします。

を受けましたが、1 年の締めくくりとして会員そして
ご家族と交流がもてる家族会を実施したい。
[日

時]

○職業奉仕委員会（高宮

宏君）

2020 年 12 月 7 日（月）

1.職場訪問について

例会・年次総会

17：30～18：00

⇒今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため「中

年忘れ家族会

18：00～20：00

止」とします。

[場

所]

ホテル日航熊本 5F 「阿蘇」

2.職業奉仕月間（1 月）の卓話提供について

[会

費]

7,000 円/会員（個人負担額）

⇒2021 年 1 月 18 日（月）例会予定。卓話者は永田壮一

[連絡事項]

PG を予定しています。

定例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

○RAC 委員会（西川尚希君）

ととします。

1.RI 第 2720 地区 RA 第 36 回年次大会について

⇒毎年の恒例行事とはいえ、現状で家族を呼ぶことにリ

[事業概要]

スクがある。宴会中もできるだけ席の移動を控えるべ

熊本南 RAC がホストクラブとして、年次大会を開催す

きだが子どもたちは特に動きたがるのではないか。家

る。本事業を通じて、ローターアクトメンバーの自己

族会は中止の場合でも年次総会は開催必須。総会のみ

研鑽に繋がるように、大会テーマを「結ぶ」と掲げ、

開催するか、せっかく集まるのであれば会員のみの忘

熊本・大分から集まるローターアクト、ロータリアン

年会を実施できないか？

メンバーと交流し、そして「メインプログラム」「基

2.忘年会について

調講演」を実施する。

[事業概要]

[日

時]

2021 年 2 月 27 日（土）、28 日（日）

今年は新型コロナウィルスの影響により様々な影響

[場

所]

アークホテル熊本城前

を受けましたが、1 年の締めくくりとして会員同士の

[連絡事項]

交流がもてる忘年会を実施したい。
[日

時]

新型コロナウィルス感染リスクレベル次第でオフラ

2020 年 12 月 7 日（月）

イン開催もしくはオンライン開催かを検討、決定しま

例会・年次総会

17：30～18：00

す。
（中止、延期なし）

忘年会

18：00～20：00

尚、8/17（月）開催の定例理事会にて「全員登録」が

[場

所]

ホテル日航熊本 5F 「天草」

承認されています。（登録料/2,000 円）

[会

費]

7,000 円/会員（個人負担額）

2022 年 7 月より人頭分担金が課せられることが決定し

[連絡事項]

ています。また、会員数の激減など、提唱クラブとし

定例理事会にて開催の有無を最終決定。開催の場合は

て対策を検討する必要性があります。

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。
⇒家族を呼ばずに行う場合、どの範囲まで呼ぶのか。熊
本南 RAC は全会員参加だと密になりやすい。会長・幹
事のみでよいのでは？寿崎奨学生は学校でもクラス
ターが発生している。また万が一、学生に何かあった
場合大変である。通常例会に招待することでよいので
は？
3.新年会について
[事業概要]
新年を祝う懇親の場とする。
[日

時]

2021 年 1 月 12 日（火）
18：30～20：30

[場

所]

松葉
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【例会予定】

がロータリーの学友会として認定されたことで、正式

12/7 （月） 年次総会・忘年会

にロータリーファミリーの一員となりました。

12/14（月） 外部卓話 永里敏秋様
（KM バイオロジクス株式会社代表取締役社長）

ロータリー青少年交換における ROTEX の役割とは？

12/21（月） 新入会員卓話 松茂信吾君

フィンランドでは、学生がロータリー青少年交換への

12/28（月） 定款に基づき休会

参加を申請すると、ROTEX のメンバーが面接に同席し
て選考のお手伝いをします。また、海外に旅立つ学生
のためのオリエンテーションにも参加し、自分の留学

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

体験を紹介しています。学生たちが帰国した後には、

「ROTEX：青少年交換後のつながりを保つ」

E メールを送って ROTEX への入会を勧めています。
ROTEX は、海外留学という貴重な体験をさせていただ
いたことへの恩返しの方法でもあります。
ほかにどのような形でロータリアンとかかわってい
ますか？
地元でのロータリー青少年交換行事を手伝ってほし
いと、ロータリアンから頼まれることがよくあります。
フィンランドでは、交換留学のはじめに行われる言

リーカ・ムジェさんは、2011-12 年度にロータリー青

語・文化キャンプの運営を私たちが手伝っています。

少年交換でフランスのブルターニュ地方に交換留学

毎年 10～15 人の ROTEX メンバーが、キャンプリーダ

し、海外生活をエンジョイしました。「最初は難しか

ーとして参加しています。また、ロータリアンが青少

った」と回想するムジェさん。「フランス語が話せな

年交換学生のために国内ツアーを実施するときには、

かったし、知り合いもいませんでした。でも、いつの

運営を手伝ってほしいと声がかかります。自分たちで

まにか異国での生活にすっかり慣れていました」交換

も、毎月または隔月で、地区ごとの小規模な ROTEX イ

留学が終わってフィンランドに帰国したムジェさん

ベントを催しています。また、学校訪問やソーシャル

は、母国での元の生活に戻るのに苦労しましたが、

メディアキャンペーンを通じて青少年交換の宣伝活

ROTEX（ローテックス）への入会でそれが変りました。

動もしています。ドイツや米国など、国によっては、

「ROTEX（ローテックス）」とは、ロータリー青少年

ROTEX メンバーが募金イベントを実施することもある

交換の学友によるグループで、ロータリアンと青少年

ようです。私も ROTEX フィンランドの会長として、フ

交換学友とをつなぐ存在です。母国の交換学生のため

ィンランド青少年交換（Finnish Youth Exchange）の

のアドバイスやイベント企画を通じて、交換留学での

会議に出席し、若い世代を代表して意見を提供してい

経験をロータリーに還元しながら、国際的なつながり

ます。

を維持しています。トゥルク大学医学部 5 年生である
ムジェさんは現在、フィンランドの 5 地区に 80 人以

なぜ ROTEX に入会したのですか？

上のメンバーを有する ROTEX フィンランドの会長を

ロータリー青少年交換でのフランス留学でとても充

務めています。この度、ムジェさんに ROTEX について

実した体験をし、帰国後にむなしさを感じていました。

伺いました。

ROTEX は、国際的な交流を続け、自分と同じ経験をし
た人たちと知り合うチャンスを与えてくれます。帰国

ROTEX グループは世界各地にあるのですか？

後に元の生活に戻るのは時として難しいものですが、

地域によります。例えば、ドイツ、台湾、ブラジル、

ROTEX がその苦労を和らげてくれます。私は、フィン

フィンランドでは ROTEX の存在が確立されています。

ランド北部、北極圏との境にある故郷の町ロバニエミ

ほかの国でも設立の動きがありますが、ROTEX がない

で ROTEX に入会しました。大学進学でトゥルク（同国

国や、国際ロータリーから認定されていない国もあり

南部）に引っ越したとき、大学で出会った人以外に知

ます。ROTEX はこれまで、4 回にわたり毎回違う都市

り合いがいませんでした。ROTEX のおかげで、医学以

で ROTEX 国際大会を開いてきました。

外の友だちができました。これは本当に貴重なことだ

4 年前、ROTEX への認知を広げるために設立した Rotex

と思います。

International では、異なる国から 5 名が理事会メン
バーとなっています。昨年には、Rotex International
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