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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/12（火）新年会＠松葉 

1/30（土）地区補助金管理セミナー 

＠ホルトホール大分 

 

 

 
令和２年（2020）年１１月３０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 

大石 勉様（玉名 RC） 

杉谷方英様（玉名 RC） 

堀本武司様（玉名 RC） 

 

川崎 博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。

本日の来訪者は玉名 RC の大石 勉会長、杉谷方英幹事、堀本武司

会長エレクトが参加されております。よろしくお願いいたします。 

さて、本日からくまもと新世紀株式会社ホテル日航熊本 代表取

締役社長の川崎 博さんが新メンバーとして入会されました。前

任者の田川憲生会長の後任となります。後程第 1 回目の挨拶で自

己紹介があります。どうぞよろしくお願いいたします。本日の卓

話は新入会員卓話となっています。ビーエス広告社代表取締役の

網川 久会員です。どうぞよろしくお願いいたします。 

11 月 16 日に定例理事会を開催しました。議題①は 12 月 7 日開

催予定の年忘れ家族会についてでした。前回の例会でお話しした

通り親睦活動委員会としては 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となっていますので、

何とか年忘れ家族会を開催したいとの思いが強くありましたが、

学校などでのクラスター発生があり子供たちの参加は難しいので

ないかとの意見も出て 12月 7日はロータリーメンバーだけの忘年

会を予定し、感染のリスクがない方法で実施する事で承認されま

した。 
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尚 7 日は年次総会を開き、次々期会長、次期理事、役員

の承認をして頂きますので多数の方の参加よろしくお

願いいたします。議題②は 1 月 6 日に開催予定でした熊

本市域 RC 新春合同例会がコロナウィルス感染症拡大の

ため中止となりました。例年当クラブの新年 1 回目例会

は新春合同例会としていましたが、これが中止となった

ため 1回目の例会を 1月 4日月曜日にするかどうかを理

事会に諮りました。結果 1 月 4 日では会員各社の新年初

日に当たり、新年行事が開催される会社も多いと思われ

ますので休会とし、2 週目の 11 日は成人の日・祝日で例

会はありませんので、3 週目の 18 日月曜日を 1 回目の例

会とします。新年初めての例会となりますので多数の方

の出席をお願いいたします。 

11 月 19 日に熊本第 4 グループの IM（インターシティミ

ーティング）がニュースカイホテルで開催される予定で

したがコロナウィルス感染症拡大の為中止となりまし

た。先週第 4 グループ木村 初ガバナー補佐から開催中

止報告書が届きました。内容は IM の定義から始まり IM

とは近隣都市の数クラブが集まり、ロータリー情報およ

び教育の手段として研究・討論する会合でガバナーから

任命されたリーダーが司会をし、参加クラブより提出さ

れた事項について意見を出し合い、討論をし、経験豊富

なロータリアンのカウンセラーが助言をし、最後の全体

討論では、ガバナーから選ばれた元 RI 役員のゼネラル

リーダーが概評する、としています。これを受けて今回

の IM の第 1 主題では女性会員の増加に向けてのパネル

ディスカッションを開催し、「ロータリークラブと女性

会員」とのテーマで各クラブより選出の女性会員にロー

タリーに関する考えや増強を図るためにどうしたらよ

いか等を討論していただく予定でしたが中止となり、各

パネラーの寄稿文が記載されていました。質問内容は

「入会動機」や「RC に入会して良かった事」そして「女

性会員を増やすためには」の 3 点でした。「入会動機」

ではロータリアンに誘われて、仕事に関係ないところで

知り合いや、自分の視野を広げたいと思った等の回答が

されていました。「RC に入会して良かった事」では異業

種の人と知り合いになれた、ビジネスの視野も広がった

等でした。最後の「女性会員を増やすためには」では、

女性の経営者は少ないので女性が多い美容関係や福祉

関係者の場所にロータリーの友を毎月配布したり奉仕

活動を行っては。女性の場合子育て等で RC 入会のタイ

ミングが非常に難しい、そのタイミングを逃さないよう

にして声をかける事が大切などの回答がありました。第

2 主題は木村ガバナー補佐による卓話で「ロータリー財

団について」でした。ロータリー財団の寄付金を使って

「世界でよいことをしよう」「世界中の奉仕活動に参加

しよう」それは「寄付する」だけでなく「有効に使う」

が目的です。その仕組みを理解しロータリー財団への関

心を増進したいと話されています。ちなみに 2019-2020

年度の熊本南 RCの寄付額は 6,088ドル一人当たり 98ド

ルで第 4 グループの中で最下位、最高は熊本江南 RC 一

人当たり 578 ドル、2 位は熊本西陵 RC の 356 ドルとの事

です。 

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 ３９名 ６３．９３％ 

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.熊本南 RAC より11月第1回例会報が届いております。 

2.熊本第4G 木村 初ガバナー補佐より「熊本第4グループ

IM 開催中止までの経過報告」が届いております。 

3.来週（12/7）例会は「年次総会・忘年会」17：30～に変更い

たします。通常時間（12：30～13：30）はございません。尚、

出欠回答は本日締切です。未回答の方は早めのご回答

をお願いいたします。  

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 8 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 8 日（火）7：00～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○江南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 9 日（水）18：30～ 

[変更後] 12 月 9 日（水）18：00～ 

○りんどう RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 12 月 9 日（水）19：30～ 

[変更後] 12 月 9 日（水）13：00～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 16 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 16 日（水）18：00～ 

[場  所] 羅生門 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 17 日（木）13：00～ 

[変更後] 12 月 17 日（木）19：30～ 

[場  所] はな清 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 22 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 22 日（火）18：00～ 
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○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 22 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（月）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[変更前] 12 月 24 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 12 月 25 日（金）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 12 月 29 日（火）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 12 月 30 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[変更前] 12 月 31 日（水）12：30～ 

 

玉名 RC ご挨拶（大石 勉様・杉谷方英様・堀本武司様） 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。熊本南 RC は玉名 RC の親クラブ

であり、また、本年度地区の管理運営部門では堀川部門

長はじめ、今村さん、馬場さんにお世話になっています。

本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員自己紹介 第 1回目（川崎 博君） 

 

 

 

 

 

氏名：川崎 博（かわさき ひろし）君 

生年月日：昭和25年3月27日 

出身：福岡県 

勤務先：くまもと新世紀株式会社ホテル日航熊本 

趣味：コンサート鑑賞・ドライブ・食べ歩き 

推薦者：河津延雄君・丸山浩之君 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

ございません 

 

◆堀川貴史ガバナーノミニー報告 

 

 

 

 

 

堀川 G年度地区副幹事と地区大会ホストクラブについ

ての報告がございました。 

 

●スマイルボックス（坂本幸樹君） 

○大石 勉様・杉谷方英様・堀本武司様（玉名 RC） 

 今日はお邪魔いたします。 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・玉田光識君 

森本康文君・坂本幸樹君・沼野修一君 

 当クラブへのご来訪者、玉名RC会長 大石 勉様、幹

事 杉谷方英様、会長エレクト 堀本武司様を歓迎いた

します。新入会員 川崎 博君の入会を歓迎します。

また、本日の卓話者 網川 久会員に心から感謝しま

す。お話をとても楽しみにしています。 

○堀川貴史君 

 玉名RC 大石会長、堀本エレクト、杉谷パストガバナ

ーのご子息でもある杉谷幹事3名のご来訪を歓迎して

スマイルいたします。大石会長には地区の委員会でも

日頃より大変お世話になっております。心より感謝申

し上げます。                      

○馬場大介君  

 玉名RCより来られました、大石様、堀本様、杉谷様を

心より歓迎いたします。 

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・馬場大介君・園田修司君 

 告坂和紀君・松茂信吾君 

 川崎 博会員の入会を歓迎してスマイルいたします。

また、本日の会員卓話 網川 久さんのお話を楽しみ

にしています。頑張ってください。 

○塚本 侃君・野口泰則君・德永隆正君 

 ホテル日航熊本 川崎 博社長のご入会を心より歓迎

いたします。熊本南 RC をお楽しみください。 

○高宮 宏君 

 川崎 博社長の入会を心より歓迎いたします。コロナ

で大変でしょうが頑張ってください。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・馬場大介君 

 鬼木幹生君 

 ホテル日航熊本 川崎 博社長のご入会を心より歓迎

いたします。本日スマイル報告している坂本幸樹会員

のホテル日航熊本での結婚式の料理は最高でした。 
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○永井富士雄君・古財良一君・原 裕一君・大津英敬君 

 木下貴夫君 

 川崎 博会員の入会を歓迎してスマイルいたします。

また、本日の卓話者 網川 久会員に心から感謝しま

す。 

○井上雅文君 

 網川 久会員の卓話楽しみです。青年会議所の活動で

は大変お世話になりました。卓話頑張ってください。 

○興梠一喜君 

 いつも元気な網川 久さんの卓話楽しみしておりま

す。 

○川崎 博君 

 本日から皆さまの仲間入りさせていただいたことに

感謝です！ 

○網川 久君 

 本日の卓話を担当します。3 月 9 日の予定から今日に

なりました。ずーっとドキドキしていました。年内に

終えることができ、よい正月が迎えられそうです。本

日はよろしくお願いします。 

○漆島典和君 Ⅲ 

 先日、九州学院中学校 1 年の娘が弓道の新人戦で中 1

の部熊本県 3 位に入賞しました。これも熊本南 RC の

皆さまのおかげと感謝しスマイルいたします。親バカ

です。また、本日は早退します。 

○原 裕一君 Ⅱ 

 ばか親スマイルです。私の長女が先週アメフトもどき

のフラッグフットボールの九州大会で優勝しました。

本来であれば西日本大会、全国大会と進んでいけたの

ですが、コロナの影響で今年はその大会で終了しまし

た。来年はぜひ全国制覇を目指してほしいものです。 

○鬼木幹生君  

 本日、熊日新聞社会面に名前が出ました。決して悪い

ことはしていません。名前が出たのでスマイルします。 

○濵﨑剛自君  

 久しぶりのホームクラブ例会出席です。 

○坂本幸樹君 

 スマイル委員の坂本です。35 歳で入会して現在 44 歳

です。先日、林田公治会員にスマイル報告のアドバイ

スを自信満々でやったのですが、今回初めてのスマイ

ル報告で緊張しています。ものすごいスマイルの量で

すが頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

●会員卓話（森本康文君） 

「私のプロフィール」   網川 久君 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

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） 

12/21（月）新入会員卓話 松茂信吾君 

12/28（月）定款に基づき休会 


