野田和宏君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第９回例会記録（通算第 2871 回）
令和３年（2021）年１１月１日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「われらの生業」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
樋口清輝様（テコンドー樋口道場 代表）

皆さま、こんにちは。早いもので 11 月に入りました。今年もあ
と 2 ヶ月となり、1 年が終わろうとしています。
さて、本日は新入会員のご紹介があります。皆様よくご存知の
株式会社野田市兵衛商店 代表取締役社長の野田和宏様です。推薦
者は堀川貴史会員、古財良一会員です。31 歳の若手ホープでこれ
からの熊本南ロータリークラブを牽引していっていただきたいと

今日の例会

思います。次に本日の卓話者をご紹介いたします。テコンドーの

1 今日の歌

樋口清輝様にお越しいただきました。私はテコンドーのことを知

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 足立知弘様（いちご会計事務所）

りませんので、お話しを聞けるので、とても楽しみにしています。
樋口様どうぞよろしくお願いいたします。
（インボイスについて）

今月・来月の行事
11/12 熊本第4 グループIM＠ザ・ニューホテル熊本
11/13 地区RA 第37 回年次大会
＠大分センチュリーホテル

消費税のお話で、インボイス登録（適格請求書）が始るという
話です。聞かれたことはおありでしょうか。極めて簡単に話しま
す。会社が売上代金の請求するとき、当たり前のように消費税も

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

請求してますね。それができない可能性が今後出てきま

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更

す。請求書も書くことが増えます。正確には、請求でき

[変更前] 11 月 16 日（火）12：30～

る事業者、請求できない事業者に分かれます。どっちが

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～

良いですか？請求できる会社が、良いですよね。そのた

[場

めには、登録が必要です。その申請が始まりました。先

○江南 RC～職場訪問のため日程場所変更

月の 10 月 1 日からです。

[変更前] 11 月 17 日（水）12：30～

注意点を１つ、令和 5 年 10 月以降の請求書、消費税請

[変更後] 11 月 18 日（木）11：00～

求するには登録が必要です。登録はすぐにはできません。

[場

令和 5 年 3 月 31 日までの申請することで、10 月以降の

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更

消費税請求できる事業者です。「忘れてました」じゃ、

[変更前] 11 月 17 日（水）12：30～

済みません。どうせやるなら早めにやりましょう。

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～

以上、会長報告です。

[場

所] 神園山荘

所] 桜の馬場 城彩苑

所] 神園山荘

○りんどう RC～合同例会のため時間場所変更
[変更前] 11 月 18 日（木）13：00～

出席報告（原 裕一君）

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～
会員数

出席数

出席率

６４名

４３名

６８．２５％

[場

所] 神園山荘

○城東 RC～定款に基づき休会
出席規定適用免除者
名誉会員

2名

[日

程] 11 月 22 日（月）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1 名

[日

０名（会員数には含まれません）

程] 11 月 25 日（木）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

幹事報告（馬場大介君）

程] 11 月 25 日（木）12：30～

○中央 RC～定款に基づき休会

1.第2720地区 大森克磨ガバナーより「地区大会の告知

[日

案内について」が届いております。
2.熊本中央 RC より「第13回チャリティーゴルフコンペ

程] 11 月 26 日（金）12：30～

新入会員自己紹介 1回目（野田和宏君）

参加の御礼並びに御報告」が届いております。
例会変更のお知らせ
○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 8 日（月）18：30～

○西 RC～オンライン例会に変更
[日

氏名：野田和宏（のだ

程] 11 月 9 日（木）12：30～

生年月日：平成2年5月11日

○東南 RC～親睦会のため時間変更

出身：熊本県

[変更前] 11 月 10 日（水）12：30～

勤務先：株式会社野田市兵衛商店

[変更後] 11 月 10 日（水）18：30～

推薦者：堀川貴史君・古財良一君

○西南 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 11 月 11 日（木）18：30～
[変更後] 11 月 12 日（金）17：00～
[場

所] ザ・ニューホテル熊本

○りんどう RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 11 月 11 日（木）19：00～

[場

所] お料理まじま

○中央 RC～合同例会のため時間場所変更
[変更前] 11 月 12 日（金）18：30～
[変更後] 11 月 12 日（金）17：00～
[場

かずひろ）君

所] ザ・ニューホテル熊本
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委員会告

●R 財団委員会（藤山直秀君）

●親睦活動委員会（濵﨑剛自君・松茂信吾君）

皆さま、こんにちは。今月11月はロータリー財団月
間です。本日は恒例となっております「100ドル寄付」
[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

のお願いです。先日 R 財団セミナーに参加いたしまし

山本博史君

11.3

渕田俊郎君

11.10

た。その際、できたら150ドルの寄付をお願いしたい

河津延雄君

11.20

玉田光識君

11.15

とのお話でした。後日事務局よりご案内いたしますの

北口

誠君

11.15

で、是非100ドル以上のご寄付をよろしくお願い申し

馬場大介君

11.15

上げます。

坂本幸樹君

11.22

近森栄太郎君

11.22

●スマイルボックス（林田公治君）
○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

久君・北口

誠君

本日の卓話者 樋口清輝様のご来訪を歓迎いたします。
テコンドー 樋口道場の代表でオリンピック選手のお
話を楽しみにしております。また、野田和宏君の入会
を歓迎します。熊本南 RC のメンバーは比較的優しい
方が多いので安心してください。仲良くしていきまし
ょう。
[ 誕生祝 ]

○寿崎

肇君

野田ガバナーの息子さん、ようこそ。足腰が弱くなっ
ていますが、ロータリーだけはと思い出席させていた
だきました。生きていることが幸せと出席してしみじ
み心にしみます。
○高宮

宏君

野田 PG のご子息の入会を歓迎いたします。仕事もロ
ータリー活動も頑張ってください。
○久峨章義君・野口泰則君・後藤
[ 結婚祝 ]

博君・德永隆正君

本日入会の野田和宏様及び卓話者 樋口清輝様を歓迎
いたします。歴史と伝統ある熊本南 RC へようこそ。

11/17（金）玉田会長年度ゴルフコンペの再ご案内です。

○堀川貴史君・古財良一君・河津延雄君・丸山浩之君

来週8日申し込み締め切りとなっております。まだご参

永井富士雄君・沼野修一君・谷口英樹君・井上雅文君

加いただけますのでお時間のある方は是非ご参加くだ

坂本幸樹君・松茂信吾君・林田公治君

さい。よろしくお願いいたします。

本日入会の野田和宏様及び卓話者の樋口清輝様を歓
迎いたします。
○森本康文君
野田和宏様の入会を歓迎いたします。3 年前高校受験
で挫折を経験した長男が目標としていた防衛大学校
に合格することができました。これまで支えてくださ
った方々へ感謝のスマイルです。
○木下貴夫君・川崎

博君

野田和宏さんの入会を心から歓迎します。ともに頑張
りましょう！
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○加藤和文君

【例会予定】

野田和宏様の入会を歓迎します。今日は所用のため早

11/15（月） クラブ協議会②

退しますので、お詫びのスマイルです。

11/22（月） 定款に基づき休会

○塚本

侃君

11/29（月） 外部卓話 永里敏秋様

七五三で東京の孫と久しぶりに会うことができまし

（KM バイオロジクス㈱）

た。
○田中裕司君

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

本日の卓話者 樋口清輝君は私の長年の友人です。単

「ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を世界各地

身で韓国に乗り込みテコンドーを極めた彼の人生を

での奉仕活動に役立てています」

尊敬してやみません。と言いながら本日は世界遺産
知床に行っており欠席しますのでお詫びのスマイル
です。熊本南 RC で彼の道場を応援しましょう！
●外部卓話（松茂信吾君）
「テコンドーについて」

樋口清輝様
今月 11 月はロータリー財団月間です。100 年以上も前
に創立されて以来、ロータリー財団は、教育の支援や
持続可能な成果を生み出すプロジェクトに総額 40 億
ドル以上の資金を提供してきました。

気持ちが優しく、弱虫の子どもだった。そんな子ど

一つひとつのご寄付により、世界中の地域社会を少し

もがテコンドーという武道に親しみ始めたのは小学

ずつ変えていくことができます。

生の時。武道好きの父の導きだった。テコンドーは韓
国生まれの格闘技。日本の空手をルーツとしており、

ロータリー財団の使命

多彩な蹴り技が多いのが特徴。「案外抵抗なく受け入

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、人びとの

れられたのは、道着を着るとハリウッドのアクション

健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全

スターの気分になったからです」。
中学 1 年の夏休み、

に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、

本場韓国に修業の旅に出る。「観光気分だったのです

親善、平和を構築できるよう支援することです。

が、とんでもなかった。死にもの狂いの日々となりま
した」。うんざりして帰国すると、身体中に自信が漲

ご寄付が世界にもたらす影響

っていた。折しもこの競技が 2000 年のシドニー五輪

・わずか 60 セントで、1 人の子どもをポリオから守る

から正式種目になると決定された。これはもう、狙う

ことができます。

しかない。

・50 ドルで、水を介する疾病から人びとを守るために

高校生になって全日本大会で優勝。それどころか韓

安全な水を提供することができます。

国大会でもチャンピオンに。外国人選手で初の快挙だ

・500 ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、

った。そして日本代表としてシドニーへ。ところが 1

子どもたちに安全な環境をつくることができます。

回戦で世界チャンピオンに当たり、玉砕する。心が折
れた。どうにか復活し、がんばるが、ケガに見舞われ
るなど不運が重なり、2011 年に引退を決意した。
今は指導者だ。栄光も苦境も経験したことが、指導
者としての幅を大きくしている。「勝ち負け至上でな
く、この武道によって少年少女の強い心を育てていき
たい」。
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