3/1（月）今年 1 回目の例会及び第 3 回クラブ協議会を開催しました！

第１４回例会記録（通算第 2855 回）
令和３年（2021）年３月１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
ございません

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

会長報告（河津延雄君）
皆さま、こんにちは。本日もご出席ありがとうございます。今
日の例会は 2 月 19 日に熊本県の新型コロナウィルス感染症リスク
レベルが 3 警報に引き下げられましたので、12 月 7 日の年次総会・
忘年会以来 3 ヶ月ぶりの開催となりました。熊本県の感染者数も
少なくなってきましたが、誰がいつ罹っても不思議でない状況で
す。これまで以上に注意していただければと思います。
12 月 7 日の年次総会で次々期会長と次期理事・役員の承認が了
承されました。当日欠席の方もおられますので改めましてご紹介
いたします。次期会長は玉田光識さん、次々期会長 北口 誠さん、

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 第3 回クラブ協議会
今月・来月の行事
3/27 IAC 委員長連絡協議会＠Zoom
3/29 花見の会（予定）
4/18 2021-22 地区研修・協議会＠Zoom

次期副会長 今村浩昭さん、次期幹事 馬場大介さん、次期会計 永
井富士雄さんです。次期理事は塚本

侃さん、後藤

博さん、坂

本研一さん、久峨章義さん、丸山浩之さん、園田修司さん、三角
雄介さん、井上雅文さん、網川

久さん、三瀬広海さん、以上 10

名の方です。よろしくお願い致します。尚、会長デグジネートは
丸山浩之さんです。
12 月 21 日の定例理事会報告です。例会時のホテル日航熊本の駐
車場優待終了については、日航の他のクラブも同様との事でした
ので承認されました。体育堂の木村弘訓さんが体調不良により 12
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月末での退会を希望され承認されました。

○05福祉 RC～定款に基づき休会

昨日 2 月 28 日には国際ロータリー第 2720 地区ロータ

[日

程] 3 月 30 日（火）12：30～

ーアクト第 36 回年次大会が、熊本南ローターアクトク
ラブがホストクラブで開催されました。今回の大会は残

幹事報告（丸山浩之君）

念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止のためオン

1.RI 第2720地区 硯川昭一ガバナーより「ライブ配信地区大

ラインでの開催となりましたが、熊本南 RC 会員は「全

会プログラムのご案内」が届いております。

員登録」していただき、実際にオンラインで参加された

2.熊本 RC、熊本西稜 RC、熊本城東 RC、熊本りんどう RC、

方も多くおられたと思います。誠にありがとうございま

熊本 05福祉 RC より「例会再開のご案内」が届いておりま

した。メインプログラムは「避難所運営ゲーム」で熊本

す。

地震や昨年の豪雨災害を実際に体験したローターアク

3.オハイエくまもとより「第12回とっておきの音楽祭 動画配

トのメンバーらしい模擬体験ゲームで、非常に良い交流

信開催のご案内」が届いております。

の機会だったと思います。ローターアクト委員会の西川

4.姫路南 RC より11～1月週報が届いております。

委員長本当にお世話になりました。ありがとうございま

5.RI 日本事務局よりポール・ハリス・フェロー表彰及びバッジ

した。詳しい報告は西川委員長がされると思いますので

が届いております。

よろしくお願い致します。

6.本日は卓話の時間を頂戴し「第3回クラブ協議会」を開催

3 月 13 日～14 日に予定されていました 2020-2021 年

いたします。事業予定のある委員会はよろしくお願いいた

度国際ロータリー第 2720 地区 地区大会は、新型コロナ

します。

ウィルス感染症拡大のため 3 月 14 日日曜日のみの開催

7.1月よりホテル日航熊本の駐車場優待が終了し通常料金と

で、熊本城ホールからのライブ配信となりました。時間

なっております。ご迷惑をおかけしますが、お間違えのな

は 13 時から約 3 時間半の予定です。地区のホームペー

いようお願いいたします。

ジからどなたでも視聴できるとの事です。硯川ガバナー
から全員の視聴をお願いされましたので是非よろしく

■ポール・ハリス・フェロー表彰

お願い致します。

□馬場大介君・丸山浩之君・坂本研一君（1回目）

以上、会長報告です。

□渕田俊郎君（3回目）
□原

出席報告（藤山直秀君）
会員数

出席数

出席率

６２名

４３名

７０．４９％

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）

例会変更のお知らせ
○城東 RC～オンライン（Zoom）例会に変更
[日

程] 3 月 1 日（月）12：30～

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更
[変更前] 3 月 2 日（火）12：30～
[変更後] 3 月 2 日（火）未定
[場

所] 県民総合運動公園

○りんどう RC～地区大会に日程変更
[変更前] 3 月 11 日（木）19：30～
[変更後] 3 月 14 日（日）13：00～
○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3 月 16 日（火）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 3 月 18 日（木）13：00～
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裕一君（6回目）

新入会員自己紹介 第 2 回目（川崎

博君）

1月
網川

[誕生祝]

[結婚祝]

久君

1.10

喜讀宣友君

1.25

堀川貴史君

2月 ［誕生祝］
山本

1.23

［結婚祝］

円君

2.1

塚本 侃君

2.7

森本康文君

2.3

星野誠之君

2.10

す。間が空いてしまいましたが2回目の自己紹介です。

高宮 宏君

2.10

興梠一喜君

2.11

私は福岡県八女市の出身で高校は久留米、大学は福岡の

塚本 侃君

2.17

網川 久君

2.11

大学に進学しました。卒業後、福岡の新聞社を受けまし

近森栄太郎君

2.26

中嶋亜志火君

2.14

澤田貴宏君

2.28

皆さま、こんにちは。11月30日に入会しました川崎で

たが不合格で、粕屋郡須恵町の民俗資料館で臨時職員を
していた時の知り合いの紹介で熊本日日新聞社を受け
無事採用となり38年間在籍しておりました。その後、こ

3月

[誕生祝］

こホテル日航熊本に移り現在に至ります。今後ともよろ

今村浩昭君

3.4

永井富士雄君

3.2

しくお願いいたします。

漆島典和君

3.9

丸山浩之君

3.2

後藤 博君

3.14

高宮 宏君

3.6

委員会報告

桑原幸雄君

3.15

藤山直秀君

3.9

●RAC 委員会（西川尚希君）

寿崎 肇君

3.16

濵﨑剛自君

3.17

古財良一君

3.26

木村 崇君

3.18

園田修司君

3.27

川崎

3.27

博君

［結婚祝］

皆さま、こんにちは。昨日の地区 RA 第36回年次大
会には、全員登録また多数のご参加をいただきありが
とうございました。今回は初のオンライン開催で不安
な部分もございましたが無事終了し安堵しておりま
す。熊本南 RAC のメンバーも初のオンライン開催とい
うこともあり、事前の打合せや準備等を一生懸命行っ
ておりました。また当日もトラブルが発生しましたが

［結婚祝］

みんなで協力し対処しているところを見て、今大会の
テーマでもある「結ぶ」-縁を結ぶ、絆を結ぶ、団結を感じました。また、会場は西部ガス様にショールー
ムを無料でご提供いただき、木下貴夫会員からはお弁
当の差し入れもいただきました。心より感謝申し上げ
ます。お土産・記念品につきましては配送にて対応さ
せていただきますのでよろしくお願いいたします。尚、
当日の写真を回覧いたしますのでご覧ください。あり
がとうございました。
[誕生祝］
●親睦活動委員会（林田公治君）
12月

[誕生祝]

●スマイルボックス（三角雄介君）

[結婚祝]

○河津延雄君・後藤

博君・丸山浩之君・玉田光識君

三角雄介君

12.7

藤木正幸君

12.2

井上雄一朗君

12.11

池﨑龍彦君

12.8

渕田俊郎君

12.22

今年初めて、約3ヶ月ぶりに例会を開催できたことに

告坂和紀君

12.23

感謝のスマイルです。久しぶりに皆さんにお会いでき

吉永彰一君

12.25

るので夜も眠れませんでした。

坂本幸樹君・森本康文君
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○河津延雄君・西川尚希君・北口

誠君

Ⅱ

○興梠一喜君

昨日2/28（日）地区RA年次大会が無事終了しました。

林田さん、噛まずに頑張ってください！

熊本南RACがホストとなり、大会の準備、運営を実行

○松茂信吾君

しました。初めてのオンライン開催で大変だったと思

所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

いますが、皆で協力し大成功に終わったと思います。
当日会場は木下会員のご協力でCOCOSA熊本の西部ガ

●第 3 回クラブ協議会

スショールームの会議室を無料で貸していただき、ま

○社会奉仕委員会（古財良一君）

た、お弁当を差し入れしていただきました。熊本南RC

1.オハイエくまもと「第 12 回とっておきの音楽祭」に

からも河津会長、堀川ガバナーノミニー他、多くの会

ついて

員にご参加いただきありがとうございました。感謝し

[事業概要]

てスマイルいたします。

昨年は新型コロナウィルスの影響により中止となり

○堀川貴史君

ましたが、今年は With コロナで新しい音楽祭のカタ

久しぶりの例会開催おめでとうございます。また、昨

チで動画配信開催いたします。

日のRA年次大会は見事にホストクラブとしての役割

[配信日時]

を果たしていただきありがとうございました。河津会

2021 年 3 月 21 日（日）
10：00～17：00 頃（予定）

長の立派なご挨拶、西川委員長のリーダーシップに心

[連絡事項]

より感謝してスマイルいたします。

当日の生配信と事前に集めた参加者の映像を放映い

○齊藤直信君・野口泰則君・沼野修一君・林田公治君

たします。

西部ガスの社長に当クラブ木下貴夫さんが就任され
ました。誠におめでとうございます。
○高宮

○親睦活動委員会（告坂和紀君）

宏君

1.花見の会について

皆さま、お久しぶりです！やはり例会で皆さま方にお

[事業概要]

会いすると元気が出ます。今後も例会開催が続きます

今年初の親睦行事である花見の会を德永隆正会員の

よう、よろしくお願いします。

お店である「とくなが中の瀬本店」にて実施する。宴

○永井富士雄君・德永隆正君

会場からは日本庭園を一望でき、ゆったりと落ち着け

3 ヵ月ぶりの本年初めての例会、皆さまとお会いでき

る空間で春の訪れを会員で祝う。

ることを楽しみにしていました。
○鬼木幹生君
久しぶりの皆さまとの再会にスマイルします。
○谷口英樹君

[日

時]

2021 年 3 月 29 日（月）18：30～

[場

所]

とくなが中の瀬本店

[会

費]

10,000 円

[連絡事項]

久しぶりの例会再開ですのでスマイルします。このま

最大 60 名収容可能な宴会場を準備いただいています。

ま続くことを願っています。

3/8（月）定例理事会にて開催の有無を最終決定。

○木村

崇君

[検討事項]

皆さま、お久しぶりです。社内の定期異動もなく、今

コロナの影響により IM を開催できずにいたため、早

年も皆さまとのご縁をいただくことに感謝します。

急に IM を実施し詳細を協議します。

○古財良一君

・開催場所が熊本市中心部より離れているため、移動

おかげさまで長男が無事に九州学院に入学すること

手段を検討。

ができました。ありがとうございます。また、久々の

・コロナウィルス感染拡大防止対策の確認

例会再開よかったです！

・その他

○鬼塚貴志君
今日は喜びのスマイルです。私事ですが、長女が看護
師、次女が刑務官、長男が高校合格で一安心です。離

【例会予定】

婚して 9 年目スタート。勝手に子どもたちが成長して

3/15（月）新入会員卓話 松茂信吾君

います。

3/22（月）調整中

○漆島典和君・喜讀宣友君

3/29（月）定款に基づき休会

皆さん！明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い申し上げます。本日は所用はありません
ので最後まで出席いたします。
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