木村

崇 会 員 卓 話 「 人 生 100 年 時 代 へ の 提 言 ？ ！ 」 よ り

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第６回例会記録（通算第 2868 回）
令和３年（2021）年１０月１１日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
ございません

皆さま、こんにちは、今年度第 6 回の例会です。まず、前回の
定例理事会のご報告をいたします。
①例会開催基準を変更すること。従来は熊本県のリスクレベル 5
で開催を中止するという判断基準でしたが、今回から例会開催
判断日直近 1 週間の熊本市における新型コロナウィルスの感染
者数の合計が 70 名以下で開催する。

今日の例会

②次に 11 月 12 日開催予定の熊本第 4 グループ IM（インターシテ

1 今日の歌

ィミーティング）は「全員登録」とし、登録料はクラブ負担と

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 観月会

する。（内部留保から拠出）
③新入会員について。㈱野田市兵衛商店 代表取締役社長 野田和
宏様（31 歳）、推薦者は堀川貴史会員・古財良一会員

今月・来月の行事
11/6

社会奉仕・国際奉仕・公共イメージ
合同セミナー＠J:com ホルトホール大分
11/12 熊本第4 グループIM＠ザ・ニューホテル熊本

④10/18 観月会の開催時間の変更について。
（例会 18 時開始、観月
会 18 時 30 分開始）
以上の 4 点が理事会で承認されました。
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さて、本日の経営ワンポイントの話はキャッシュフ

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

ローについてのお話しです。皆さんは経費予備軍って

[変更前] 10 月 19 日（火）12：30～

聞かれたことありますか？キャッシュフローを考え

[変更後] 10 月 19 日（火）18：30～

てみましょう。会社の利益は「お金」で残っているか。

[場

残らなければその理由は何でしょう？特に「キャッシ

○中央 RC～定款に基づき休会

ュフロー計算書」において負債（借入金）が増えると、

[日

当然ながらキャッシュはプラスになります。反対に資

○西稜 RC～定款に基づき休会

産が増えると、キャッシュはマイナスになります。

[日

それでは「資産が増える、良くないこと？」との疑問

○05福祉 RC～定款に基づき休会

がでます。貸借対照表の「資産」で、現預金以外は経

[日

所] 松屋本館
程] 10 月 22 日（金）12：30～
程] 10 月 25 日（月）18：30～
程] 10 月 26 日（火）12：30～

費の予備軍です。売掛金や貸付金が回収できなければ
貸倒損失（経費）、棚卸商品である在庫は売れたら原

委員会報告

価（経費）です。建物・機械などの有形固定資産は減

●雑誌委員会（中嶋亜志火君）

価償却費という経費の塊です。資産は経費予備軍とい
うことになります。
以上、会長報告です。

出席報告（原 裕一君）
10 月は米山月間ということで、米山学友による寄稿
会員数

出席数

出席率

６３名

４５名

７２．５８％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

となっております。寄稿者は信州大学学術研究員教授
の金翼水（キムイクス）さんです。奨学生時代に「ロ
ータリーの友」に掲載された記事を示し、今の人生は、
米山奨学生から始まったと述べています。米山奨学生

欠席記録免除者 1 名

になったことで、人の大切さや思いやり、そして奉仕

０名（会員数には含まれません）

の心を学んだとおっしゃっています。中でも印象的な
言葉が『
「今の社会のために自分ができることは何か」

幹事報告（馬場大介君）

ではなく「自分が最も力を発揮できることは何か」を

1.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより「2021-22ヒュースト

常に考えている』という言葉である。受身となり対応

ン国際大会のご案内」が届いております。参加希望の方

できることを探すのではなく、自分の長所・専門性を

は事務局までお知らせください。

活かした仕事をすることの大切さを訴えているよう

2.RI 第2720地区 川崎誠治 R 財団部門長より「ロータリー財

で心に響きます。

団セミナー開催のお礼」が届いております。

P18、ロータリー学友参加推進週間。10 月 7 日を含む

3.次回（10/18）例会は、観月会例会18：00～に変更いたしま

1 週間はロータリー学友とロータリーとのつながりを

す。通常時間（12：00～12：30）はございません。ご注意く

深めることを目的に設けられた「ロータリー学友参加

ださい。

推進週間」です。ロータリー学友とはインターアクト、
ローターアクト、米山奨学記念奨学生プログラムに参

例会変更のお知らせ

加した経験のある人を指します。P21 に元ローターア

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更

クトの方の記事がありますが、卒業するとなかなか情

[変更前] 10 月 18 日（月）12：30～

報を得にくいのが現状のようで、おのずとロータリー

[変更後] 10 月 18 日（月）18：30～
[場

とのつながりがなくなる場合が多いようです。ロータ

所] グリルクドウ

リー活動を経験した人は、再び活動したい、参加した

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 10 月 18 日（月）18：30～

[場

所] 青柳

い人も多くいるので、情報が届く機会があればと寄稿
されてます。
縦 P4、グローバルとローカル 現代世界の中の「地

○グリーン RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 10 月 18 日（月）18：30～

[場

所] 日本料理 泉里

方創生」前千葉大学理事・副学長 山田 賢氏。激しい
人口減少に直面する地方・農村社会の活力をいかに維
持していくかという課題に対処すべく提唱されたの
が「地方創生」です。2014 年より政策として推進され
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ていますが、千葉を例にして、十分な成功を収めてい

●スマイルボックス（林田公治君）

ないと山田氏は説きます。資源は豊かで、市場へのア

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・網川

久君

クセスも良好であるが、ブランド化が達成されていな

本日の卓話者 木村

いと。ブランド化を達成するためには、ローカル志向

の緊張からやっと解放されると思います。持ち前のバ

に偏るのではなく、グローバル志向を対極と捉えるの

リトンボイスで卓話頑張ってください。楽しみにして

ではなく、例えば、SDGｓのように、世界的に共有さ

います。

れる価値観の下に、地域から発信を行わなければ、ブ

崇会員、何度も延期になり日々

○河津延雄君・沼野修一君・松茂信吾君・林田公治君

ランド化を達成することはできないと力強く語って

延び延びになっていました、木村

います。地方創生の真の意味を知ることができたよう

楽しみにしています。

な気がします。

崇さんの会員卓話

○喜讀宣友君

P21、熊本東南 RC。児童福祉施設・慈愛園

園児 8 人、

このところずっと工事の入札を外しまくっていまし

校長先生と先生 2 人が参加し、ナスとミニトマトの収

たが、久しぶりに落札できたのでスマイルします。ま

穫体験を行った記事が掲載されています。

た、本日の卓話者 木村

崇会員の卓話楽しみにして

います。
●親睦活動委員会（網川

久君）

○木村

崇君

5 月にお話しいただいた卓話、やっと本日出番となり
ました。よろしくお願いします。
○川崎

博君

コロナ感染が落ち着いてきました。年末に向けこのま
ま推移してほしいと願ってスマイルします。
皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より来週 10/18

○森本康文君・漆島典和君・古財良一君

（月）観月会につきまして、クラブ協議会及びご案内

本日の卓話者 木村

から変更がございますのでお知らせです。まず、開催

日、弓道の熊本県新人戦大会が行われ、次男が入部し

時間が 18：00～例会、18：30～観月会に変わりました。

ている九州学院が準優勝し、九州大会への出場を決め

お間違えのないようお願いいたします。また、外部の

ましたので喜びのスマイルです。ちなみに次男が出場

参加者なし、よって熊本南 RAC、寿崎奨学生は不参加

した B チームは予選落ち、古財会員の息子さんの A チ

となります。イベントの利きレモンサワー大会も中止

ームが準優勝でした。

いたしますが、田中裕司会員による「映像で世界遺産

崇会員に心から感謝します。昨

○田中裕司君

を巡る 田中裕司ショー」を企画しています。皆さま

コロナ禍で時間を持て余していたので趣味の旅行を

ご期待ください！

生かした資格を取ろうと世界遺産検定を始めました。
昨年、3 級 2 級と合格し、今年 8 月に 1 級に合格しま

■堀川貴史ガバナーエレクト報告

した。今度の観月会でちょっとした講演を行いますの
でお楽しみに。
○内田泰生君
私事でございますが、10 月 5 日に第三子が無事生まれ
たことをご報告させていただきます。男三兄弟です。
頑張ります。また、本日は所用のため早退いたします。

皆さま、こんにちは。現在、ガバナーとしての準備

○谷口英樹君

期間中ですが進捗状況につきましてご報告です。いよ

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

いよ今週末10/16（土）次年度ガバナー補佐研修、部

です。

門長会議が始まり、実質次年度のスタートを切らせて

○園田修司君

いただきます。熊本南 RC の会員の皆さまより支援金

本日は所用のため欠席させていただいております。そ

もいただき、実のあるものに活用していきたいと思っ

のため司会を網川副幹事にお願いしました。網川副幹

ています。私自身も熊本南 RC の名に恥じぬよう、役

事の初司会がうまくいっていることを祈念し、遠くか

割を果たしていく所存です。今後ともどうぞよろしく

らスマイルさせていただきます。

お願いいたします。
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●新入会員卓話（松茂信吾君）
「人生 100 年時代への提言？！」

木村

崇君

【例会予定】
10/25（月） 新入会員卓話 川崎
11/1（月）

博君

外部卓話 樋口清輝様（テコンドー）

11/8（月） 外部卓話 足立知弘様（いちご会計事務所）
11/15（月） クラブ協議会②
11/22（月） 定款に基づき休会
11/29（月） RAC 委員会・熊本南 RAC
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