
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 年次総会・忘年会＆歳祝い会 

 

） 

 

 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 

［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/7  熊本市域RC新春合同例会＠ホテルキャッスル 

1/11  新年会＆新入会員歓迎会＠松葉 

1/29 補助金管理セミナー＠ZOOM 

 

 

 
令和３年（2021）年１１月２９日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

永里敏秋様 

（KM バイオロジクス(株) 代表取締役社長） 

田邉弥生様 

（KM バイオロジクス(株) 広報課） 

岩崎 光様（熊本黄壁城 LC） 

南部しゅんぺい様（熊本黄壁城 LC） 

本日の卓話 KM バイオロジクス(株)永里敏秋様「新型コロナワクチンの開発状況」より  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度 12 回目の例会です。本日の

卓話は KM バイオロジクス株式会社 代表取締役社長の永里敏秋様

です。皆さまもよくご存じの熊本を代表する会社であり、まさに

世界中に蔓延した新型コロナウィルスのワクチン開発などの貴重

なお話が聞けるかと思います。永里様、大変お忙しい中に私ども

熊本南ロータリークラブの例会にお越しいただきありがとうござ

います。 

さて、本日の話題です。 

「数字に強い社長」 

“この社長すごいな～”と思わせる社長さんが何人かおられます。

その方々には共通点があります。「数字を覚えている」ということ

です。粗利益率、固定費はもちろん、前期・前々期の売上、同業

他社の利益率等々、いろんな数字を覚えておられます。覚えてい

るから決断が早いんだろうと思います。数字は比べないと分かり

ません 
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ません。数字を覚えていれば決めるのも早くなります。

指示も的確です。数字に強くなる。覚えることも大切で

すね。 

 以上、会長報告です。 

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ４７名 ７４．６０％ 

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.スペシャルオリンピックス日本・熊本より寄附金受領

証明書が届いております。  

2.1/7（金）熊本市域 RC 新春合同例会の申込は本日

（11/29）締切です。早めのご回答をお願いいたしま

す。 

3.次回（12/6）例会は「年次総会・忘年会＆歳祝い会」

18：00～に変更いたします。通常時間（12：30～13：

30）はございません。ご注意ください。 

4.熊本市域 RC 会員名簿に印刷誤りがございます。本日

受付にて訂正シールを配布しておりますので、訂正箇

所に貼付してご利用ください。 

5.ベトナム新型コロナワクチン基金支援のお願い（地区

国際奉仕部門）が届いております。ご協力をお願いい

たします。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 13 日（月）12：30～ 

[変更後] 12 月 15 日（水）18：30～ 

○西稜 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 13 日（月）18：30～ 

[変更後] 12 月 13 日（月）18：00～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 16 日（木）12：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 21 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（火）18：00～ 

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 21 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（火）19：00～ 

[場  所] 四季彩 かぐや 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 22 日（水）12：30～ 

○北 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 23 日（木）12：30～ 

[変更後] 12 月 23 日（木）18：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 28 日（火）12：30～ 

 

2022-23年度地区役員委嘱伝達式 

・三好正太君（地区副幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

熊本黄壁城ライオンズクラブご挨拶 

（岩崎 光様・南部しゅんぺい様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は御礼に伺いました。9 月

26 日（日）アクアドーム熊本にて「コロナ禍、一人親家

庭支援物資給付事業」（JC・RC・LC 合同事業）を実施い

たしました。熊本南 RC 様には多大な支援金をいただき

ありがとうございました。来年はクラウドファンディン

グを立ち上げ支援を続けていきたいと思っております

ので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（松茂信吾君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。11 月 17 日開催の玉田会長年

度ゴルフコンペの際には多数のご協賛をいただきま

した。本日は改めて企業名をご報告させていただきま

す。㈲ゴトーテーラー様、蛇の目ブロック㈱様、㈱テ

レビ熊本様、大和ハウス工業㈱様、第一生命保険㈱様、

㈲浩之勗様、㈱熊本放送様、熊本トヨペット㈱様、ご

協力ありがとうございました。次回は 3 月頃の開催を

予定しています。是非多数のご参加をお待ちしており

ます。 
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●スマイルボックス（林田公治君） 

  

 

 

 

 

○岩崎 光様・南部しゅんぺい様  

（熊本黄壁城ライオンズクラブ） Ⅹ 

 9月26日一人親世帯支援事業において多大なご寄付を

いただき感謝いたします。今後とも何卒よろしくお願

いいたします。 

○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 永里敏秋様、田邉弥生様に心から感謝

します。新型コロナウィルス蔓延で延期が続きました

がお話が聞けて光栄です。本日はよろしくお願いしま

す。また、当クラブへの来訪者 岩崎 光様と南部し

ゅんぺい様を歓迎いたします。どうぞゆっくり当クラ

ブ例会をお楽しみください。 

○沼野修一君 

 本日の卓話者 永里敏秋様に心から感謝します。昨年

から何度も延期して申し訳ございません。本日は楽し

みにしております。先般、永里様は BS フジにも出演

されていましたが、12/19（日）TBS 全国ネット「報道

の日」特別番組にも出演されます。RKK で午後 2 時か

ら 11 時までの放送です。是非ご覧ください。 

○野口泰則君・齊藤直信君・久峨章義君・後藤 博君 

德永隆正君 

 本日ご来訪の熊本黄壁城ライオンズクラブの岩崎 

光様と南部しゅんぺい様を歓迎します。 

○川崎 博君 

 KM バイオロジクス製の不活性化ワクチンの早期実用

化を期待します。永里社長頑張ってください！ 

○漆島典和君・河津延雄君・坂本研一君・古財良一君 

 丸山浩之君・三角雄介君・坂本幸樹君・谷口英樹君 

 松茂信吾君 

 本日のご来訪者 熊本黄壁城ライオンズクラブ第 10代

会長 岩崎 光様、今年度幹事の南部しゅんぺい様を

歓迎いたします。また、永里様、田邉様の卓話を楽し

みにしています。 

○漆島典和君 

 光さん、お久しぶりです！岩崎さんの当クラブへのご

来訪を心より心より歓迎いたします。 

○加藤和文君 Ⅲ 

 本日の卓話者 永里様に心から感謝します。先日の玉

田会長年度ゴルフコンペにてまぐれでドラコンを取

ってしまったのでスマイルします。 

 

○原 裕一君 Ⅱ 

 昨日、福岡での 2021 年 NFL フラッグフットボール選

手権大会九州大会で兄弟揃って 2つのカテゴリーで優

勝しました。12/24 からの全国大会に向け、これから

更に日本一を目指し頑張ってほしいと願います。 

○興梠一喜君 Ⅲ 

 先日の当社の報道で皆さまにはご心配をおかけし申

し訳ありません。熊本支社は今回の件の対象になって

おりませんが、私の行動にはかなり制限が付く件とな

りました。今年最後の例会出席となります。今年 1 年

お世話になりました。また来年も変わらずご支援ご指

導よろしくお願いします。 

○木下貴夫君 Ⅱ 

 今日は重要な社内会議のため早退します。2 回連続で

誠に申し訳ございません。 

 

●外部卓話（松茂信吾君） 

 「新型コロナワクチンの開発状況」 

        永里敏秋様（KM バイオロジクス株式会社） 

  

 

 

 

 

1983 年 04 月  明治製菓株式会社発酵技術研究所 

技術一室配属 

1992 年 02 月  同社薬品生産部生産技術 G 

2003 年 07 月  岐阜工場製造部 

2003 年 11 月  明治魯抗有限公司(中国)総経理 

2006 年 09 月  明治製菓株式会社微生物資源研究 

所 副所長 

2011 年 06 月  Meiji Seika ファルマ株式会社 

バイオサイエンス研究所 所長 

2014 年 07 月  同社執行役員 生産本部長（バイオ 

サイエンス研究所管掌） 

2017 年 06 月  同社取締役執行役員 生産本部長 

（バイオサイエンス研究所管掌） 

2018 年 07 月  KM バイオロジクス株式会社 代表取 

締役社長（Meiji Seika ファルマ株式会社取締役兼任） 
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【例会予定】 

 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 

1/17（月） 外部卓話 小野友道様（県 R 奨学会） 

1/24（月） 調整中 

1/31（月） 調整中 

 

◆ご報告 

RI 第 2720 地区 大森克磨ガバナーより「ベトナム新型

コロナワクチン基金へのご支援のお願い」につきまし

て、皆さまからいただいた寄付金は 20,000 円です。

ご協力ありがとうございました。 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「メータ RI 会長、COP26でマングローブ保護を各国に

要請」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリーのシェカール・メータ会長は、11月10

日、グラスゴー（スコットランド）で開催された第26

回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）へのロータ

リー代表団に参加し、沿岸地域で気候変動の影響を緩

和するマングローブの復元など、ロータリーが環境問

題に取り組むための方法を模索しました。会議には、

2週間にわたって100人近い各国首脳・政府リーダーが

集まり、化石燃料の排出量に関する新たな目標を設定

しました。ロータリーにとっては今回が初の参加とな

りました。メータ会長は、英連邦事務総長のパトリシ

ア・スコットランド氏と共同で、気候変動の緩和と適

応においてマングローブが果たす重要な役割につい

ての円卓討論を進行しました。マングローブは大量の

炭素を吸収するほか、高潮や海岸浸食からの保護、汚

染物質の除去、水生生物の生息地の提供など、さまざ

まな効果をもたらします。英連邦の54加盟国のうち、

33カ国にマングローブの生態系があり、これらを合わ

せると世界のマングローブの22％を占めています。こ

の半世紀で、気候変動や急激な都市化により、世界の

マングローブシステムの50％が失われています。「マ

ングローブがなくなったために、海岸線が侵食されて

いる」とメータ会長は話します。「私たちは生態系を

失っているのです。マングローブが消えたら、海洋シ

ステムは破壊され、沿岸のコミュニティも失われるで

しょう」この円卓討論には、気候や環境に関する代表

者や専門家が20カ国から出席し、マングローブの保護

と回復のために、ロータリーとともに行動することを

誓いました。 

COP26に参加したロータリー代表団には次のメンバー

が含まれます。ロータリー代表ネットワーク（国連や

その他の国際機関に対する非公式大使32人で構成）の

リーダーであるジュディス・ディメント氏、英連邦へ

のロータリー代表であるダグ・ウィルズ氏、環境の持

続可能性ロータリー行動グループを代表して出席し

たカレン・ケンドリック・ハンズ氏、英国の小学生を

対象に環境ポスターコンテスト（会場に展示）を開催

したジョン・マクファーソン氏とタリク・ドゥラニ氏

です。 

過去5年間、ロータリー財団は、地域社会に根ざした

持続可能な環境プロジェクトを支援するため、1,800

万ドル以上を拠出してきました。7月1日、ロータリー

財団は、環境（2020年に重点分野として追加）を支援

するグローバル補助金の申請受付を開始しました。こ

の分野での実施が想定されるプロジェクトには、環境

悪化に対応するための再生可能エネルギーの利用、食

料の持続可能性の向上、水源の保護などが挙げられま

す。 

 

 


