11 月 17 日（水）2021-22 玉田会長年度ゴルフコンペ＠熊本空港 CC より
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１１回例会記録（通算第 2873 回）
令和３年（2021）年１１月１５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
毛利浩一様
（RI 第 2720 築地区 熊本第 4G ガバナー補佐）

皆さま、こんにちは。今年度第 11 回例会です。本日の卓話は今
年度第 2 回クラブ協議会です。ご来訪者として熊本第 4 グループ
ガバナー補佐の毛利浩一様にお越しいただいております。毛利様
どうぞよろしくお願いいたします。
先週例会終了後に定例理事会を開催いたしました。理事会にて
決定したことを報告いたします。まず、12 月 6 日（月）年次総会

今日の例会

後の年忘れ家族会は開催せず、忘年会＆歳祝い会として催すこと

1 今日の歌

としました。まだ子供たちは新型コロナワクチンの接種が終了し

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 永里敏秋様（KM バイオロジクス株式会社）

ていないため、子供たちを含めたご家族は呼ばず熊本南 RAC 及び
寿崎奨学生には参加してもらいます。次に、年明けの新年会は新
入会員の歓迎会も兼ね、山口

今月・来月の行事
）
12/6 年次総会・忘年会＆歳祝い会
＠ホテル日航熊本「天草」
1/7 熊本市域RC 新春合同例会＠ホテルキャッスル

競会員の「松葉」にて開催予定で

す。以上の 2 点が決定しました。
さて、前回の税務調査の続きです。調査において重要なことと
して「記録を残す」ということです。税務署ともめるパターンは

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

当然に税法解釈がありますが、実際の調査ではそれほど

新入会員自己紹介 3回目（野田和宏君）

ありません。「事実認定」がほとんどです。仕事のため
の経費なのか、プライベートでは使ってないのか？これ
を聞いてくるのがほとんどです。「個人使用はない」と
話しても信用してくれません。
なんで？記録が無いからです。例えば 1,000 万の高級外
車で、プライベートで使用なし。これを証明するのは当

皆さま、こんにちは。野田市兵衛商店の野田です。3

然無理ですね。無いことの証明はできません。どうすれ

回目の自己紹介は私の家族についてお話したいと思い

ばいいか？使用履歴を残すことだと思います。運行記録

ます。一昨年の11月に結婚し昨年長女が生まれ現在3人

を付けましょうか。いつ、どこに行った。メーターは何

家族です。一昨年11月というと、新型コロナウィルス感

キロから何キロ。これで「仕事のみ使用」した証拠が出

染が急拡大する直前で何とか結婚式を挙げることがで

来上がります。「記録を残しましょう」めんどくさいで

き、また新婚旅行にも無事行くことができました。長女

すが、大切なことですね。

は現在4ヵ月でまだ首も座っていませんが最近はよく笑

以上、会長報告です。

顔を見せてくれます。これから家庭も仕事もロータリー
活動も頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きよ
ろしくお願いいたします。

出席報告（原 裕一君）
会員数

出席数

出席率

６４名

４２名

６６．６７％

委員会報告
●RAC 委員会（森本康文君）

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（馬場大介君）

皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご報告です。

1.本日の卓話は「第2回クラブ協議会」を開催いたしま

11/13（土）RI 第2720地区 RA 第37回年次大会、11/14

す。

（日）RA 提唱クラブ協議会が開催され、年次大会は熊

2.来週（11/22）例会は「定款に基づき休会」です。次

本南 RAC 会員3名と堀川ガバナーエレクトが会場参加、

回は11/29（月）12：30～です。ご注意ください。

RA 提唱クラブ協議会はオンラインで私が参加いたし

（最新情報は11/22配信予定）

ました。現状 RAC 会員は減少傾向にあり、特に熊本は
5年前に比べ減少しています。協議会では会員を増や

例会変更のお知らせ

すにはどうしたらよいか等意見交換が行われました。

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

もちろん魅力的なクラブ作りが必要ですが、ロータリ

程] 11 月 29 日（月）18：30～

アンによるアクトメンバーの紹介も重要になってき

○東 RC～定款に基づき休会
[日

ます。引き続きご協力をお願いいたします。

程] 11 月 30 日（水）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

●スマイルボックス（林田公治君）

程] 12 月 1 日（水）12：30～

2022-23年度地区役員委嘱伝達式
・新田義正君（地区副幹事）
・谷口英樹君（地区副幹事）
○毛利浩一様（熊本第4G ガバナー補佐）

Ⅲ

11/12 のインターシティミーティングの際は大変お世
話になりありがとうございました。おかげさまで無事
終了することができました。
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○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君

【場

所】

ホテル日航熊本「天草」

網川 久君

【会

費】

5,000 円（個人負担額/後日請求）

本日ご来訪の毛利浩一ガバナー補佐を歓迎します。本

［連絡事項］

日の卓話は第2回クラブ協議会となっております。闊

2019-20 年度歳祝い対象者）米寿：吉本栄一会員、

達な議論の場になるよう期待しています。

喜寿：渕田俊郎会員

○堀川貴史君・後藤

博君・德永隆正君

2020-21 年度歳祝い対象者）還暦：今村浩昭会員

毛利ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします。先日の

例会のため、会費 8,000 円のうち 3,000 円をクラブ

IM は大変勉強になりました。ありがとうございました。

負担とします。RAC 会員参加費は個人負担と RAC 委

○川崎

博君

員会費より拠出。寿崎奨学生の参加費は寿崎奨学会

毛利ガバナー補佐、本日もありがとうございます。先

より拠出。

日の IM 大変面白かったです。勉強になりました。

Q.コロナ感染予防の観点から「手に手つないで」はや

○谷口英樹君・松茂信吾君・興梠一喜君・坂本幸樹君

めたほうがよいのでは？

本日ご来訪の毛利浩一ガバナー補佐を歓迎します。

⇒「手に手つないで」は中止。手締めに変更します。

○木下貴夫君
本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

2.新年会＆新入会員歓迎会について
[事業概要]

●第 2 回クラブ協議会

新年を祝う懇親の場とする。（オークションは実施

○プログラム委員会（松茂信吾君）

いたしません）
また、ロータリーの一員となる新入会員を歓迎する。
【日

時】

【場

所】 「松葉」

2022年1月11日（火）18：30～

【会

費】

10,000 円

［連絡事項］
1.卓話予定について（報告）

参加者、会場側もコロナ感染予防対策に十分気を付

皆さまのご協力により本日現在、2月頃までほぼ確

け開催いたします。

定しています。
［連絡事項］

○社会奉仕委員会（古財良一君）

来年1回目（1/3）例会は、1/7（金）
「熊本市域RC新
春合同例会」に振り替えのため卓話なし。
Q.実質来年1回目（1/17）例会卓話は外部卓話になっ
ていますが会長の年頭所感では？
⇒年頭所感は卓話の時間ではなく、会長報告もしくは
別の時間に行います。
（タイムテーブル調整します）

1.オハイエくまもと「とっておきの音楽祭」について
[事業概要]

○親睦活動委員会（網川

久君）

オハイエくまもととっておきの音楽祭は、仙台から
始まり全国各地に広がっています。知的障がいのあ
る人たちで構成する「オハイエくまもと音楽隊」の
日常練習発表の場でもあり、九州初での開催で年に
1回、障がいの有無にかかわらず、道行くひとも巻
き込んで市の市の中心街で開催している音楽祭で

1.忘年会＆歳祝い会について

す。障がいのある人もない人もジャンルを問わず、

[事業概要]

一緒に音楽を楽しみ、音楽のちからで心のバリアフ

ロータリアン同士の親睦を深める機会にしたい。

リーを目指しています。今般の新型コロナウィルス

2019-20、2020-21年度に開催できなかった歳祝いの

感染症の影響で今年は動画配信となりましたが、次

会ですが対象者の紹介を行う。RACメンバー、寿崎

回はリアルでの開催を目指しています。例年、熊本

奨学生の紹介を行い、相互懇親を深める。

では10カ所で開催していましたが、次回開催は1カ

【日

時】 2021年12月6日（月）

所の開催となるので、多数の音楽隊が出演できなく

18：00～年次総会、18：30～忘年会＆歳祝い会

なることが予想されます。そこで、出演できない音

3

楽隊の出演の機会をつくるため、発表する場を準備

1/17（月）

外部卓話 小野友道様（県 R 奨学会）

し、熊本南RC、IAC、RACが協力して音楽祭の運営を

1/24（月）

調整中

行います。

1/31（月）

調整中

【日

時】

2022年4月16日（土）予定

【会

場】

市民会館周辺広場（予定）

【予

算】

協議中

■11/17（水）玉田会長年度ゴルフコンペ
＠熊本空港 CC

Q.開催予定の時期（3/19～5/22）は、同場所で「くま

ご参加の皆さん、お疲れさまでした！

もと花とみどりの博覧会」
（第 38 回全国都市緑化く
まもとフェア）が開催されます。現実問題として
4/16 に開催できるのですか？
⇒ご指摘のとおり桜町周辺は別イベントの開催です
べて押さえられています。前年度は熊本市のイベン
トと重なり、合同開催のお声掛けをいただきました。
ただ、今回は全国イベントですので現段階で日程は
確定していません。4/16 は予定です。
次回（2/14）第 3 回クラブ協議会にて進捗状況等報
告いたします。

【ご協賛】
原

○講評（毛利浩一様）

熊本第 4G ガバナー補佐

裕一会員・後藤

博会員・北口

誠会員

河津延雄会員・興梠一喜会員・木村

崇会員

丸山浩之会員・沼野修一会員・齊藤直信会員

皆さま、長時間お疲れさまでした。まず、先週 11/12
（金）の熊本第 4 グループ IM には多数ご参加いただ
き御礼申し上げます。本日の協議会についてですが、
前回も感じましたが、各委員会とも事業計画書や予算
書まできちんと作成されており、また、それに対する

☆ご協力ありがとうございました☆

議論もあり、逆に大変勉強になりました。今後もこの
ような活発な会をお願いいたします。本日はありがと
うございました。

◆ご報告
11 月 8 日（月）例会にお越しのスペシャルオリンピ
ックス日本・熊本より「2022 年 SON 全国大会・広島、
熊本選手団派遣支援 ワンコイン募金」の御礼と領
収証が届きました。
皆さまからいただいた寄付金は 61,000 円です。ご
協力ありがとうございました。

【例会予定】
12/6（月） 年次総会・忘年会＆歳祝い会
12/13（月） 外部卓話 岩上孝二様
12/20（月） 会員卓話 三好正太君
12/27（月） 定款に基づき休会
1/3（月）

1/7（金）熊本市域 RC 新春合同例会振替

1/10（月） 祝日のため休会
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