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令和３年（2021）年１０月４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 

島田万里様（一般社団法人熊本県こども食堂

ネットワーク 代表理事） 

竹下紀子様（一般社団法人熊本県こども食堂

ネットワーク 役員会会長） 

作守順子様（宇土 RC） 

 

 

本日の卓話「こども食堂の現状と熊本県こども食堂ネットワークの取り組みについて」より  

会長報告（玉田光識君） 

会員の皆さま、7 月 26 日の例会以来 8 月、9 月と 2 ヶ月間コロ

ナ禍で休会でした。大変お久しぶりです。本来であれば本日は例

会開催基準では休会ですが、あまりにも休会が長くなるため、先

日理事の方に私と馬場幹事とで電話にて本日の開催をお伺いしま

しら、連絡がとれた理事全員に賛成をして頂き、本日例会を開催

いたしました。 

さて、本日は外部卓話として「一般社団法人熊本県こども食堂

ネットワーク」の島田万理様にお越しいただいております。ご来

訪誠にありがとうございます。 

9 月後半からコロナが少し落着き、10 月に入り全国の緊急事態

宣言、蔓延防止措置が解除になりました。解除イコールコロナが

終息したことにはならないので、これからも十分に感染対策をし

ていかなければならないと思います。 

ところで、この例会休会中に定例理事会を熊日倶楽部にて 8/3、

9/13 の 2 回開催いたしました。本日はその決定事項をご報告いた

します。 

順を追って承認された事項について報告いたします。 
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1）9/6 ガバナー公式訪問例会は中止する。 

ただし、大森ガバナーのご意向もあり会長・幹事会

は開催しました。参加者は毛利ガバナー補佐、ガバ

ナーエレクト堀川会員と会長、幹事です。ガバナー

はもし機会があれば訪問したいとのことでした。 

2）堀川ガバナー年度積立金について 

一旦、一般会計より拠出する。会員から徴収するか

は改めて協議。 

3）10/20 米軍音楽隊コンサートは中止する。 

中止の理由としてコロナ感染の不安がまだ払拭でき

ないこと、無観客やネット配信では本来のロータリ

ークラブ活動と言えないのではないか等々です。中

止に伴い地区補助金申請は取り下げました。 

4）観月会の日程変更について 

10/18(月)に日程変更。11 日は通常例会とする。 

【報告事項】 

JC、JC シニア、ライオンズ、RC 合同での「1 人親家庭支

援物資給付事業」には、当クラブとして 10 万円を協賛

金として寄付しました。9/26（日）には開会式のみ私が

参列しました。河津会員のお陰で TKU ニュースにて当日

の模様が放送されました。 

以上、本日は理事会の報告をもって会長報告といたし

ます。 

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６３名 ４８名 ７７．４２％ 

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（馬場大介君） 

1.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより「災害お見舞い金

送金について」届いております。 

2.RI 第2740地区 塚崎 寛ガバナーより「佐賀・長崎豪雨災

害支援金のお礼」が届いております。 

3.熊本 RC より「例会再開のお知らせ」が届いております。 

4.熊本県ロータリー奨学会より、熊本市域17RC 寄付金明細

が届いております。 

5.米山梅吉記念館より館報 Vol.38が届いております。 

6.姫路南 RC より7～8月週報が届いております。 

7.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより、2021-22地区役員

委嘱状が届いております。 

8.RI第2720地区 堀川貴史ガバナーエレクトより、2022-23地

区役員委嘱状が届いております。 

9.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～清掃例会のため時間場所変更 

[変更前] 10 月 12 日（火）12：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 13 日（水）12：30～ 

○西南 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 14 日（木）18：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（火）12：30～ 

[場  所] オンライン 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 14 日（木）19：30～ 

○中央 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 15 日（金）12：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（火）12：30～ 

[場  所] オンライン 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 22 日（金）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 26 日（火）12：30～ 

 

9/13（月）2020-21（前年度）臨時理事会報告 

（河津延雄君） 

1.2020-21 年度決算報告について ⇒承認されました。 

 

2021-22 定例理事会報告（玉田光識君） 

1.例会開催の基準について 

⇒例会開催判断日直近 1週間の熊本市における新型コロ

ナウィルス感染者週の合計が 70 名以下で開催するこ

とが承認されました。 

2.熊本第 4 グループ IM について 

⇒「全員登録」が承認されました。（登録料はクラブ負

担とする） 

3.野田和宏様の入会について ⇒承認されました。 

4.観月会例会時間変更について 

⇒18：00～例会、18：30～観月会が承認されました。 

 

◆2021-22 年度地区役員委嘱伝達式 

◇告坂和紀君（クラブ管理運営委員会 委員） 
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◆2022-23 年度地区役員委嘱伝達式 

◇後藤 博君（熊本第 4G ガバナー補佐） 

  

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（谷口英樹君） 

  

 

 

 

 

 

8月 ［誕生祝］           ［結婚祝］ 

馬場大介君 8.1       松茂信吾君 8.6 

松茂信吾君 8.6 

坂本研一君 8.21 

木下貴夫君 8.26 

西川尚希君 8.27 

鬼塚貴志君 8.28 

三瀬広海君 8.31 

 

  

 

 

 

 

 

 

9月 ［誕生祝］        ［結婚祝］ 

沼野修一君  9.2    雑賀庸泰君  9.5 

堀川貴史君  9.3    三角雄介君  9.6 

井上雅文君  9.3      古財良一君  9.10 

中嶋亜志火君 9.5     

   柴本幸生君  9.6 

丸山浩之君  9.14    

    雑賀庸泰君  9.15 

   澤田貴宏君  9.17 

大津英敬君  9.22     

  坂本幸樹君  9.27 

   

 

 

 

 

10月 ［誕生祝］          ［結婚祝］ 

野口泰則君    10.5       内田泰生君   10.4 

藤木正幸君    10.8       德永隆正君   10.5 

永井富士雄君  10.27       沼野修一君   10.10 

北口 誠君    10.30       柴本幸生君   10.21 

木下貴夫君   10.24 

川崎 博君    10.29 

   

 

 

 

 

 

 

●S.A.A.（喜讀宣友君） 

  

   

 

 

 

皆さま、こんにちは。SAA よりお知らせです。クー

ルビズ期間につきまして、今月10月末までといたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

○作守順子様（宇土 RC） 

 皆さん、こんにちは。今日はお邪魔いたします。9 月

30 日に蔓防も解除になり、10 月 16 日堀川ガバナーエ

レクトの初回の研修はリアルで開催できそうです。今

日、熊本南 RC の皆さまと、10 月 16 日に堀川チームの

皆さまとお会いできることに感謝してスマイルいた

します。 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君 

 本日の卓話者 島田万里様、竹下紀子様のご来訪にス

マイルします。例会の中止に伴う度重なる延期で大変

ご迷惑をおかけしました。また、宇土 RC 作守順子様

のご来訪に併せてスマイルいたします。 

○堀川貴史君・喜讀宣友君・倉嵜保広君・古財良一君 

 網川 久君 

 宇土 RC 作守次期地区幹事のご来訪を心より歓迎いた

します。ガバナーと副幹事がお世話になります。 

○沼野修一君・漆島典和君・北口 誠君・松茂信吾君  

 本日の卓話者 島田様、竹下様に心から感謝します。

卓話楽しみにしております。 
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○三角雄介君 

 宇土 RC 作守さんのご来訪を歓迎いたします。作守さ

んには昼夜問わずお世話になっています。地区の RYLA

委員会でも一緒に活動しています。今後もお手柔らか

にお願いします。 

○高宮 宏君 

 お久しぶりです。会員の皆さま方のお顔を見ると本当

に元気が出ます。そろそろ夜の街へも出ましょう！ 

○坂本幸樹君 Ⅹ 

 先月でプルデンシャル生命を退職し、今月から色々な

保険会社の商品を取り扱う「株式会社ブレイクス」の

常務として働くことになりました。本社は東京です。

プルデンシャル生命とジブラルタ生命で常務を務め

た八木昌実という男性が社長をしていて、東京 RC の

会員です。コロナが落ち着いたらメーキャップに伺い

たいと言っていました。熊本以外でも仕事はするので

すが、拠点は熊本の桜町なので、扱える商品が劇的に

増えた以外は今までと何も変わらないです。ロータリ

ークラブの活動は今まで通り頑張りますので、今後と

もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

○興梠一喜君 Ⅴ 

 大和ハウス工業の興梠です。この度、大和ハウス工業

㈱熊本支社が建て替えを行い、8 月 17 日 OPEN いたし

ました。地域の皆さまのご協力のおかげと感謝してお

ります。コロナ対策等々、見所がたくさんあります。

ぜひ見に来ていただきたいです。今後もご指導ご支援

よろしくお願いします。 

○告坂和紀君 Ⅴ 

 私事ではありますが、7 月 24 日に父が他界しました。

コロナ禍及び母の意向もあり、親族のみで葬儀を執り

行わせていただきました。皆さまにご連絡もせず申し

訳ありませんでした。私の結婚式に多くのロータリア

ンの皆さまにお越しいただき、それを大変喜んでくれ

た父の顔を今でも思い出します。お詫びとご報告を兼

ねてスマイルいたします。ありがとうございました。 

○齊藤直信君・德永隆正君・西川尚希君・森本康文君 

 加藤和文君・林田公治君 

 久々の皆さまとの再会、うれしい限りです。このまま

コロナが落ち着き、マスクなしでお会いで来る日を祈

念してスマイルします。 

○漆島典和君 

 皆さま、お元気でしたか？久々にお会いできうれしい

です。私事ですが、先日無事猟銃所持の許可が下りま

した。60 の手習いでオリンピック目指して精進します。

乞うご期待！ 

 

 

 

○谷口英樹君 

 久々のロータリーです。皆さまとの再会楽しみにして

おりました。ワクチン接種も 2 回終えましたので、地

域経済のため夜の活動も頑張ります！コロナがこの

まま落ち着くことを祈念してスマイルします。 

○野口泰則君・今村浩昭君・林田公治君 

 9月30日の熊日朝刊に齊藤直信会員が載っていらっし

ゃいました。写真写りがよかったのでスマイルします。 

○柴本幸生君 

 コロナでご利用が激減している中、JAL は 10 月 31 日

から熊本～大阪線を増便することになりました。日帰

りもできる便利なダイヤです。ぜひご利用のほどよろ

しくお願いします。 

 

●外部卓話（松茂信吾君） 

 「こども食堂の現状と一般社団法人熊本県こども食堂

ネットワークの取り組み」      島田万里様 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■9/26（日）「コロナ禍、一人親家庭支援物資給付事業」

（JC・RC・LC 合同事業）＠アクアドーム熊本 

  

 

 

 

 

 

 

熊本南 RCは 10万円を協賛金として拠出いたしました。

（8/23 定例理事会にて承認） 


