10 月 18 日（月）観月会例会＠ホテル日航熊本「阿蘇」より
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第７回例会記録（通算第 2869 回）
令和３年（2021）年１０月１８日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
作守順子様（宇土 RC）

皆さま、こんばんは。本日は観月会で新入会員歓迎会を兼ねて
おります。久々の懇親会で新入会員の方々は歓迎会が大変遅く申
し訳ありませんでした。感染対策に気を付けながら楽しい会にし
たいと思います。
さて、最近私の事務所であった事例をお話します。いわゆる「相
続対策」の相談に来られるお客様が時々おられます。お父さんの

今日の例会

相続対策の相談来られた息子さん本人が先に亡くなられたなんて

1 今日の歌

こともあります。人生ってわかりませんね。朝まで元気だったの

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 川崎 博君

に夕方に亡くなられるなんてこともあります。ちょっと暗い話で
すみません。この相続対策は税金の話しだけではありません。相
続人間でもめない対策やスムーズな引継ぎ、財産の移転コストの

今月・来月の行事
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ことや相続手続き等々色々やることあります。だから、ある程度
の準備を早めにする必要があります。誰が中心でやるんでしょ
う？配偶者や子供たちからは話しづらいですよね。
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本当の相続対策は自分が主役となって考えることだと

委員会告

思います。自分が死んだ後のこと、ほんとは考えたくな

ございません

いですよね。でも、残された人たちはもっともっと、大
変なんです。例えば預金口座、自分で行けば解約は簡単

●スマイルボックス（林田公治君）

です。証券会社の口座解約等々これらを相続人がやろう
とすると遺産分割協議書、金融機関所定の用紙をもらい、
それらに相続人全員が実印での署名押印する必要があ
り、印鑑証明書を添付する・・・結構大変です。相談に
来られた時、「頭は大丈夫ですか？お元気ですか？」と
失礼ですが、真っ先に聞きます。意思能力が無いと、対

○作守順子様（宇土 RC）

策なにもできません。公正証書遺言を作成することはと

こんばんは。今日もお邪魔します。10/16（土）堀川

てもいいことだと思います。相続対策は「自分が主役」

ガバナー年度の第 1 回ガバナー補佐研修・部門長会議

と考えて、早めにしてほしいと思います。

が懇親会までリアルで滞りなく終わりました。副幹事

以上、会長報告です。

の皆さま大変お疲れさまでした。また、当ホテルの皆
さまにも本当にお気遣いいただき、スムーズに終わる
ことができました。関わってくださったすべての方に

出席報告（原 裕一君）

感謝してスマイルします。
会員数

出席数

出席率

６３名

４４名

７０．９６％

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

久君・北口

誠君

次年度 地区幹事の作守順子様のご来訪を歓迎します。
待ちに待った観月会です。“黙食”とはいかないと思

欠席記録免除者 1 名

いますが、程よく盛り上がっていきましょう。

０名（会員数には含まれません）

○堀川貴史君・喜讀宣友君・倉嵜保広君・古財良一君
谷口英樹君・三好正太君
当クラブへの来訪者 宇土 RC の作守順子様を歓迎いた
します。
○谷口英樹君・川崎

博君・三好正太君・加藤和文君

内田泰生君
当クラブへの来訪者 宇土 RC の作守順子様を歓迎いた
します。新入会員一同、熊本南 RC 発展のため全身全

幹事報告（馬場大介君）

霊でがんばります。今後ともご指導のほどよろしくお

ございません

願いします。本日はありがとうございます。
○森本康文君・興梠一喜君・松茂信吾君・林田公治君

例会変更のお知らせ

本日の観月会と新入会員のお祝いを開催できました

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

ことに感謝します。田中裕司ショー楽しみにしていま

程] 10 月 25 日（月）18：30～

す。

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

○高宮

程] 10 月 26 日（火）12：30～

会員の皆さま、こんばんは。会場を見渡しますと、私

○りんどう RC～清掃作業につき場所変更
[日

程] 10 月 28 日（木）13：00～

[場

所] 飯田山

が最高齢者のようですね。しかし元気に仕事をしてい
ます。ロータリーも仕事もまだできますので何でもご
依頼の程を。

○西南 RC～合同例会のため日程場所変更
[日

程] 11 月 11 日（木）18：30～

[日

程] 11 月 12 日（金）17：00～

[場

所] ザ・ニューホテル熊本

○齊藤直信君・久峨章義君・後藤

博君・德永隆正君

林田君が困っているのでスマイルします。早いもので
百日紅の季節も終わり桔梗の季節になりましたね。

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

宏君

程] 11 月 25 日（木）12：30～
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●観月会＆新入会員歓迎会
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◆10/16（土）ヒロ・デザイン専門学校「第 18 回 高校

この局面を乗り越えることができるはずです」とメッ

生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄」

セージに綴りました。
世界各地のロータリアンがマローニー氏のこの呼び
かけに応え、行動を開始しました。中には、メッセー
ジが発信される前から活動を考えていたロータリア
ンもいました。5 月号が会員の手元に届く頃には、多
くのクラブがすでにオンラインで例会を行い、世界各
地の会員は医療従事者や困窮する地域社会やコロナ
禍の影響を最も受けている人びとに対して、地元での
支援活動に乗り出していました。
2020 年 6 月には、新型コロナウイルス関連のプロジェ
クトをまとめた記事を初めて発行。また 7 月には、
『Rotary』誌に寄せた初のメッセージで、2020-21 年

【熊本南 RC 賞：内田愛望さん（玉名女子高等学校 3 年）】

度 RI 会長ホルガー・クナーク氏は「大きな挑戦はす

例会休会中に選考会が行われたため、会長・幹事・桑

べて再生と成長のチャンスである」と述べています。

原青少年奉仕委員長にて選出いたしました。

同号では、ロータリーと、世界ポリオ根絶推進活動
（GPEI）のパートナー団体がそれぞれの経験を生かし

【例会予定】

てコロナ禍にどう対応してきたのか、その取り組みが

11/1（月）

外部卓話 樋口清輝様（テコンドー）

特集されています。また 8 月号には、自身への健康リ

11/8（月）

外部卓話 足立知弘様

スクをも顧みず、支援や癒しを与えるために世界の最

（いちご会計事務所）

前線で積極的に活動する 10 人（ロータリアン 9 人、

11/15（月） クラブ協議会②

ローターアクター1 人）のストーリーが紹介されまし

11/22（月） 定款に基づき休会

た。

11/29（月） 外部卓話 永里敏秋様

以来、『Rotary』誌では各クラブが編み出した独創性

（KM バイオロジクス㈱）

のある方法を紹介してきました。その多くがロータリ
ー財団の補助金を得て進められています。6 月の時点
で、2,700 万ドルを超えるグローバル補助金が新型コ

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

ロナウイルス対応の活動に充てられ、さらに災害救援

「コロナに負けない：立ち上がる世界各地のクラブ」

補助金からも約 800 万ドルが充てられました。
「ロータリーならできる」とマローニー氏とクナーク
氏が断言した通り、私たちはこの状況に適応していま
す。コロナ禍にあっても、ロータリアンとローターア
クターは世界に変化をもたらし続けています。アフリ
カでの野生型ポリオウイルスの根絶を達成したほか、

1 年半前から続いている新型コロナウイルスの世界的

ロータリーの新しい重点分野に「環境」を加えました

脅威に伴い、ロータリーもしばらくの間、活動の休止

また、今年初めには、アフリカ初となるロータリー平

を余儀なくされました。2020 年 3 月には、『Rotary』

和センターに平和フェローが入学しました。

誌も 5 月号の印刷をいったん中止し、2019-20 年度 RI

この 1 年間、みんなが力を合わせてあらゆる困難を乗

会長マーク・マローニー氏の新しいメッセージを挿入

り越えてきた結果、私たちも成長し、新たな課題への

することになりました。「3 月初旬には、世界各地で

挑戦や、新しいスキルの習得につながっています。ロ

新型コロナウイルスのニュースが日に日に大きく取

ータリーも変化を遂げた今、さらに多くの変化を経験

り上げられるようになりました」とマローニー氏。
「ロ

していくことになるでしょう。シェカール・メータ RI

ータリーはすべての地区とクラブに対し、追って通知

会長は、2 カ月前に発信した自身の最初のメッセージ

があるまでは対面式の会合を中止し、オンライン形式

で、会員に向けて次のように述べています。「ロータ

に変更するよう要請を出しました」。その後、ロータ

リアンにとって、克服できない難題というものはあり

リーの活動を再開させたマローニー氏は、「世界が急

ません」

激な変化を遂げる中で、ロータリーもまた大きく変わ
らなければなりません。私たちの順応性と強さなら、
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