本日の卓話 岩上孝二様「中小企業を対象としたデザイン経営の可能性」より
［今 日］

［ 今月/来月 ］
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行 事

第１４回例会記録（通算第 2876 回）
令和３年（2021）年１２月１３日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」
来訪者紹介
岩上孝二様
（ビジネスデザインプロデューサー/崇城大
学 名誉教授）

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。本日は今年度第 14 回例会です。本日のご
来訪者は卓話をしていただく岩上孝二先生です。私は岩上先生と
税理士資格取得前の約 30 年近く前からご縁がある方です。また以
前、我が熊本南ロータリークラブの会員でもあった方です。今日
はとても楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、先週の年次総会・忘年会＆歳祝い会では久しぶりに盛り

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 三好正太君
今月・来月の行事
）
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

上がり楽しい時間を過ごしましたね。本日は生命保険の話を少し
したいと思います。我が熊本南ロータリークラブには生命保険関
連のお仕事をされている会員もおられますので、詳細は各会員に
お尋ねください。
生命保険契約をする時の注意点は「受取人を誰にするか？」で
す。相続対策のお客様にとって納税資金が気になります。相続税
の納税資金、キャッシュで用意したいものです。そこで生命保険
に加入して税金支払いの用意です。注意点を一つ。

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

「受取人は誰ですか？」です。何も考えなきゃ、法定相

○東 RC～定款に基づき休会

続人＝受取人奥様と子供たちです。生命保険の目的は相

[日

続税を払うことですね。1.6 億円相続しても、奥様の納

○西 RC～定款に基づき休会

税は 0 円です。目的から考えると、子供たちにしたほう

[日

がよさそうです。生命保険の受取人決める時、・遺留分

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

対策・代償分割他の相続財産とのバランス、考えて決め

[日

ましょう。

○東南 RC～定款に基づき休会

以上、会長報告です。

[日

程] 12 月 28 日（火）12：30～
程] 12 月 28 日（火）12：30～
程] 12 月 28 日（火）12：30～
程] 12 月 29 日（水）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

出席報告（原 裕一君）

程] 12 月 29 日（水）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
会員数

出席数

出席率

６４名

４６名

７３．０２％

[日

程] 12 月 30 日（木）12：30～

○りんどう 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

○北 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）

[日
[日

報告」が届いております。

[変更前] 1 月 3 日（月）12：30～

位はご参加をお願いいたします。

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～
○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程変更

例会変更のお知らせ

[変更前] 1 月 3 日（月）18：30～

○東 RC～親睦会のため時間変更

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

[変更前] 12 月 21 日（火）12：30～

○西 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[変更後] 12 月 21 日（火）18：00～

[変更前] 1 月 4 日（火）12：30～

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

[変更前] 12 月 21 日（火）12：30～

[場

[変更後] 12 月 21 日（火）19：00～
所] 四季彩 かぐや

[日

程] 1 月 4 日（火）12：30～

○江南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[変更前] 12 月 22 日（水）12：30～

[変更前] 1 月 5 日（水）12：30～

[変更後] 12 月 22 日（水）19：00～

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

○東南 RC～定款に基づき休会

[場

程] 12 月 22 日（水）12：30～

所] キャッスル

○東南 RC～新春合同例会に振替のため日程変更

○北 RC～親睦会のため時間変更

[変更前] 1 月 5 日（水）12：30～

[変更前] 12 月 23 日（木）12：30～

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

[変更後] 12 月 23 日（木）18：30～

○平成 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

[変更前] 1 月 5 日（水）12：30～

[変更前] 12 月 23 日（木）13：00～

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

[変更後] 12 月 23 日（木）19：30～

[場

所] とんかつ串カツ 勝太郎

所] キャッスル

○北 RC～新春合同例会に振替のため日程変更

○城東 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1 月 6 日（木）12：30～

程] 12 月 27 日（月）12：30～

[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

所] キャッスル

○東 RC～定款に基づき休会

○平成 RC～親睦会のため時間変更

[日

程] 12 月 31 日（金）12：30～

○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程変更

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

[場

程] 12 月 31 日（金）12：30～

○中央 RC～定款に基づき休会

1.地区事務所より「2020-21（硯川）年度地区資金決算

[日

程] 12 月 30 日（木）18：30～

○熊本 RC～定款に基づき休会

幹事報告（馬場大介君）

[場

程] 12 月 30 日（木）13：00～

程] 12 月 27 日（月）18：30～
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○西南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更
[変更前] 1 月 6 日（木）12：30～
[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～
[場

所] キャッスル

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更
[変更前] 1 月 6 日（木）13：00～
[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～
[場

所] キャッスル

[誕生祝]

○中央 RC～新春合同例会に振替のため場所変更
[日

程] 1 月 7 日（金）12：30～

[場

所] キャッスル

●雑誌委員会（中嶋亜志火君）

○東 RC～新春合同例会に振替のため日程変更
[変更前] 1 月 11 日（火）12：30～
[変更後] 1 月 7 日（金）12：30～
○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 1 月 11 日（火）12：30～

皆さま、こんにちは。ロータリーの友 12 月号のご

○西南 RC～親睦会のため日程変更

紹介です。横書きより、P7.私の！「元気に過ごすコ

[変更前] 1 月 13 日（木）12：30～

ツ」今月は疾病予防と治療月間ということで、
「私の！

[変更後] 1 月 14 日（金）18：30～

「元気に過ごすコツ」」と題した特集が組まれていま

○中央 RC～定款に基づき休会

す。ロータリークラブ会員が個人として、どう活力を

[日

程] 1 月 14 日（金）12：30～

保つか、企業として、どう従業員の元気づくりをサポ

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

ートするかが記載記載されています。2 拠点生活のス

[変更前] 1 月 25 日（火）12：30～

スメを大阪梅田 RC の相原氏が書かれていますが、こ

[変更後] 1 月 25 日（火）19：00～

れこそまさにコロナ禍が生み出した新スタイルであ

[場

り、ストレスフリーというだけでなく、頭を常にフレ

所] 満潮

ッシュに保つという効果を考えると合理的なスタイ
定例理事会報告（玉田光識君）

ルではないかと思います。個人的には 50 代をどう迎

1.1/11（火）新年会＆新入会員歓迎会について

えるかということを考えるきっかけになりました。

⇒開催有無の最終判断は新型コロナウィルス感染症の

P17.産業カウンセラーが勧める「健康経営」

状況を考慮し、執行部（親睦活動委員長含む）で決定

総社 RC の秋山氏が重要なこととして、リーダーには

することが承認されました。

ストレスリセット力、従業員へはメンタルヘルスケア

2.駐車場優待終了延長について（現在の優待なし料金を

を挙げられています。ハラスメント問題は身近な存在

継続したいとのホテル側からのお願い）

となっております。リーダーが平常心を保ち、健康経

⇒承認されました。

営に取り組むことを考える一助になるのではないか

3.事務局員の賞与について

と思います。

⇒前年度と同等で承認されました。

縦書き P4.筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ
徳島大学教授、宇宙栄養研究センター長

二川健氏。

委員会報告

最初に筋肉の働きについて触れられていますが、中で

●親睦活動委員会（木村 崇君）

も、「ストレス耐性」の働きがあるのは驚きです。骨

[誕生祝]

[結婚祝]
藤木正幸君

格筋の代謝産物が免疫を活性化させ、ウィルスに感染

三角雄介君

12.7

12.2

しにくくするような体をつくるようです。また、宇宙

井上雄一朗君

12.11

空間で筋力の衰えを防ぐ研究から得た成果を発表さ

渕田俊郎君

12.22

れています。大豆が筋力の維持に有用であることです。

告坂和紀君

12.23

大豆は寝たきり患者を減らすことに寄与できる、肉牛

吉永彰一君

12.25

の生産コストを考えると SDGs の観点からも有益な作
物であると訴えています。アメリカの民間企業にて宇
宙旅行競争が始まっています。宇宙食の問題が近い将
来身近な存在になることを想像します。
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◆堀川ガバナーエレクト報告

○漆島典和君・坂本研一君・河津延雄君・古財良一君
雑賀庸泰君・三瀬広海君
本日の卓話者 岩上孝二様に心から感謝します。熊本
南 RC の大先輩です。
○大津英敬君
岩上さん大変お久しぶりです。また空手したいですね。

皆さま、こんにちは。先週の年次総会・忘年会＆歳

ご来訪と卓話に感謝してスマイルします。

祝い会は欠席しまして申し訳ございませんでした。同

○谷口英樹君

日、東京でガバナーエレクト研修セミナー（GETS）が

本日の卓話者 岩上孝二様に心から感謝します。先週

あり出席して参りました。また、年明け1月に国際協

の年次総会お疲れさまでした。忘年会のクイズ大会は

議会が米国フロリダ州オーランドにて開催される予

まぐれで優勝してしまいました。素晴らしい賞品をい

定ですが、日本のガバナーエレクトの皆さんは全員バ

ただきましたのでお礼のスマイルです。

ーチャルでの参加ということになりましたのでご報

○藤山直秀君・木村

告申し上げます。

崇君・内田泰生君

本日の卓話者 岩上孝二様に心から感謝します。
○堀川貴史君

●スマイルボックス（林田公治君）

先週の年次総会・忘年会＆歳祝い会を欠席しまして申

○岩上孝二様

し訳ありませんでした。お祝いを受けられました先輩

本日の卓話にお呼びいただきありがとうございます。

方、誠におめでとうございます。

15年ぶりに例会参加させていただきます。

○原

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

裕一君

Ⅱ

お詫びのスマイルです。先週の年次総会・忘年会＆歳

久君・西川尚希君

祝い会を欠席しまして申し訳ございません。出席委員

先週の年次総会・忘年会＆歳祝い会はありがとうござ

長として今年度例会出席 100％を目指していたのに残

いました。本日の卓話者 岩上孝二様を歓迎いたしま

念です。本日も途中退席いたします。重ねてお詫び申

す。お話を楽しみにしています。

し上げます。

○渕田俊郎君
本日の卓話者 岩上孝二様に心から感謝します。また、

●外部卓話（西川尚希君）

先週は歳祝いをしていただきありがとうございまし

「中小企業を対象としたデザイン経営の可能性」

た。ヨガを頑張ります！

岩上孝二様 （ビジネスデザインプロデューサー

○堀川貴史君

/崇城大学 名誉教授）

熊本南 RC の大先輩である岩上孝二様のご来訪を心よ
り歓迎いたします。本日の卓話どうぞよろしくお願い
いたします。また、当クラブへの復帰も心待ちしてお
ります。本日はありがとうございます。
○塚本

侃君

久しぶりに岩上さんにお会いできましたのでスマイ
ルします。
○齊藤直信君・久峨章義君・後藤

博君

岩上さんお久しぶりです。歓迎のスマイルです。ゆっ
くりして行ってください。
○野口泰則君
お元気ですか。岩上様は私が入会の日に歓迎のスマイ
ルをしてくださいました。とてもうれしかったです。

【例会予定】

お返しのお礼のスマイルです。

12/27（月） 定款に基づき休会

○德永隆正君・林田公治君

1/3（月）

1/7（金）熊本市域 RC 新春合同例会振替

本日の卓話者 岩上孝二様のご来訪を歓迎いたします。

1/10（月）

祝日のため休会

寒い季節になりました。うなぎを食べて元気をつけま

1/17（月）

外部卓話 小野友道様（県 R 奨学会）

しょう。

1/24（月）

調整中

1/31（月）

調整中
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