2020-21 河津年度執行部の皆さん、一年間お疲れさまでした！

第２１回例会記録（通算第 2862 回）
令和３年（2021）年６月２８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
木村 初様
（RI 第 2720 地区 2020-21 熊本第 4G ガバナー
補佐/熊本西南 RC）

［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。本日も例会ご出席ありがとうございます。
本日の来訪者は第 2720 地区熊本第 4G ガバナー補佐の木村 初様です。よ
ろしくお願い致します。
そして、新入会員自己紹介は先ほど新入会員インフォメーションが終了
し、新しく熊本南ロータリークラブの仲間となられた損保保険ジャパン株
式会社熊本支店の鬼木支店長の後任の加藤和文さんと、3 回目となります
旭緑化開発株式会社専務の三好正太会員の 2 名です。よろしくお願い致し
ます。
いよいよ河津年度最後の例会となりました。今年度はコロナ禍の中での

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会長・副会長・幹事就任挨拶

会長年度で例会も今日で約半分の 21 回目となりました。本日の例会は本
来ならば 18 日発表の熊本県のリスクレベルが最高位のレベル 5 厳戒警報
のため中止とするべきところでしたが、理事会での承認を受け、最後の例
会のため特別に開催させていただきました。
前回の例会開催は 4 月 19 日でしたので約 2 ヶ月ぶりの例会です。理事

今月・来月の行事

会報告です。理事会を 5 月 17 日と 6 月 15 日に開催し、本日新入会員イン
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フォメーションが終了し出席されています損保保険ジャパン株式会社熊
本支店支店長の加藤和文さんと、7 月入会予定の株式会社内田クレーン工
業代表の内田泰生さんの入会が承認されました。

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

同じく 6 月 15 日には現・新合同の第 4 回クラブ協議会が開催

6/15（火）定例理事会報告（河津延雄君）

されました。玉田光識次年度会長の会長方針の説明と各委員会

1.内田泰生様の入会について

の重点目標・活動方針・事業計画・予算等が各委員会より報告

⇒承認されました。

されました。

2.6/28（月）今年度最終例会について

そして先週 6 月 21 日には還暦を迎えられた今村浩昭会員の歳

⇒コロナ対策を行った上での開催が承認されました。

祝祈願祭が漆島典和会員の代継宮で開催されました。参列し厄
をからって頂きました吉本栄一会員をはじめ、約 10 人の皆様

2021-22（次年度）臨時理事会報告（玉田光識君）

と祝詞を挙げて頂いた漆島会員には厚く御礼申し上げます。

1.2021-22年度予算の承認について

今日の卓話は先週予定していました常任委員長退任挨拶と

⇒承認されました。（水球大会中止、米軍音楽隊コンサ－ト開

会長・副会長・幹事の退任挨拶となっています。久しぶりの例

催）

会のため予定がかなり詰まっていますので、簡単ですが以上で

2.2021-22年度例会開催基準について

会長挨拶とさせていただきます。

⇒2020-21年度基準に準ずることが承認されました。
第2720地区 熊本第4G ガバナー補佐挨拶（木村

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

初様）

欠席記録免除者 1 名
皆さま、こんにちは。本日は御礼のご挨拶に参りました。コ

０名（会員数には含まれません）

ロナ禍で活動が制限される中、一年間大変お世話になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございまし
た。
新入会員自己紹介 1回目（加藤和文君）

幹事報告（丸山浩之君）
1.熊本 RC、熊本西稜 RC より「例会再開のお知らせ」が届いて
おります。
2.熊本水前寺公園 RC より「例会場移転のお知らせ」及び「事

氏名：加藤和文（かとう

務局移転のお知らせ」が届いております。

かずふみ）君

生年月日：昭和44年1月22日

3.熊本西稜 RC より「事務局移転のお知らせ」が届いておりま

出身：愛知県

す。

勤務先：損害保険ジャパン(株)熊本支店

4.熊本05福祉 RC より「新例会場について」が届いております。

趣味：神社巡り、ゴルフ、読書

5.第2720地区 大森克磨ガバナーエレクトより「2021-22年度地

推薦者：齊藤直信君・河津延雄君

区大会日程変更のお知らせ」が届いております。
6.臼杵 RC、臼杵中央 RC より「クラブ合併のお知らせ」が届い

新入会員自己紹介 3回目（三好正太君）

ております。
7.姫路南 RC より5月週報が届いております。
8.熊本江南 RC、熊本05福祉 RC、人吉中央 RC より「創立記念誌」
が届いております。
例会変更のお知らせ

皆さま、こんにちは。緑化開発株式会社の三好です。本日は

ございません

最後の自己紹介です。私は21歳から31歳までの10年間、熊本北
RAC に在籍しておりました。現在、子ども食堂の支援をしてお

5/17（月）定例理事会報告（河津延雄君）

り、次年度の外部卓話で熊本県子ども食堂ネットワークの予定

1.加藤和文様の入会について

があると伺い楽しみにしています。また本日は今年度最後の例

⇒承認されました。
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会ということで、コロナ禍の中、河津会長、丸山幹事はじめ、

●雑誌委員会（桑原幸雄君）

執行部の皆さま大変お疲れさまでした。今後ともご指導ご鞭撻
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（告坂和紀君）
☆5月

［結婚祝］

三瀬広海君
西川尚希君
山口 競君
三好正太君
坂本研一君
森本康文君
吉永彰一君

5.11
5.13
5.14
5.16
5.17
5.18
5.20

［誕生祝］

皆さま、こんにちは。今月のテーマは親睦活動月間です。

原 裕一君 5.11
谷口英樹君 5.24
德永隆正君 5.27

3ページ、RI 会長メッセージでは「ロータリーは機会の扉を
開く」と初めて宣言したあの日と今日では、世界は大きく異
なります。この１年でロータリーがこれほど大きく前進した
ことを誇りに思いましょう。そして、今後も前進を続けてい
く中で、クラブやクラブの仲間たちを大切にしていきましょ
う。ロータリーの命であり、さらなる繁栄をもたらしてくれ
る大切な存在です。と掲載されています。7ページから17ペ
ージまでの特集「私たちの自然の中で」では、リサイクル・
ソーラーライト・水の迂回路・水の保全・持続可能な農業・
エコストーブ・クリーンエネルギーと各テーマで環境を守る
事について掲載されています。
続いて縦書きです。4 ページから 8 ページまで「悠久の庄
内海岸林

クロマツと歩む私の人生」という題で樹木医・松

保護士の梅津さんの記事が掲載されています。15 ページの
柳壇には、熊本中央 RC の波佐間会長の川柳が掲載されてい
ます。
2021-22（次年度）委員会報告
◆社会奉仕委員会（古財良一君）
☆6月

［結婚祝］

［誕生祝］

山本 円君

6.6

玉田光識君

6.13

倉嵜保広君

6.15

濵﨑剛自君

6.15

原 裕一君

6.17

齊藤直信君

6.18

田中裕司君

6.20

久峨章義君

6.18

皆さま、こんにちは。次年度社会奉仕委員会よりご報告

桑原幸雄君

6.27

田中裕司君

6.20

です。10月20日（水）米軍音楽隊コンサ－トを熊本城ホー

三好正太君

6.25

ルにて開催予定です。明日6月29日18：30よりバーヒロノ
スケにて行います「次年度社会奉仕委員会 IM」で打合せい
たしますので、関係各位はご参加のほどよろしくお願いい
たします。
●スマイルボックス（三角雄介君）
○木村

初様（熊本第4G ガバナー補佐）

Ⅲ

熊本西南 RC の木村です。年度末のご挨拶にお伺いしました。
今期はコロナの影響で休会が多く、ガバナー補佐活動ができ
ず申し訳ございませんでした。また、河津会長、丸山幹事様
には一年間大変お世話になりました。御礼申し上げます。
○河津延雄君

Ⅹ

一年間コロナ禍の中大変お世話になりました。21回の例会と
約半分しか開催できず申し訳ございませんでした。次年度
玉田年度もよろしくお願いします。
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○河津延雄君・丸山浩之君・玉田光識君・坂本幸樹君

ナイスファイト」でした。改めてここに故人の冥福をお祈り

森本康文君・沼野修一君

申し上げます。

木村

初ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします。加藤和文

また、明後日、当社の桜木店が代継宮斎主様の落成の神事を

君の入会を歓迎いたします。本日が今年度最後の例会となり

執り行っていただき新築開店いたします。漆島さん、本日よ

ます。一年間ありがとうございました。

り身を清めていただき望んでくださるよう、よろしくお願い

○玉田光識君・馬場大介君

いたします。

河津会長、後藤副会長、丸山幹事、コロナ禍の中、一年間大

○三角雄介君

変お疲れさまでした。十分な活動ができずに残念な思いをさ

Ⅱ

一年間お世話になりました。

れたと思います。次年度はどうぞご指導の程よろしくお願い

本年度スマイル累計

します。
○高宮

¥1,047,000

宏君

皆さま、お久しぶりです。皆さまにお会いできて元気が出ま
した。河津会長、後藤副会長、丸山幹事、役員の方々、お疲
れさまでした。
○堀川貴史君・永井富士雄君・喜讀宣友君・古財良一君
園田修司君・星野誠之君・德永隆正君・松茂信吾君
河津会長はじめ執行部の皆さん、コロナ禍の中大変ご苦労さ

●退任挨拶

れたのではないかと思います。一年間大変お世話になりまし

○会員維持増強委員長（森本康文君）

た。感謝してスマイルします。また、木村ガバナー補佐にお
かれましても一年間お疲れさまでした。最後に新入会員の加
藤様、これからよろしくお願いします。
○野口泰則君
河津会長、丸山幹事はじめ執行部の皆さま、大変な一年間ご
苦労さまでした。また、歳祝いの今村さん、おめでとうござ

2020-2021 年度は会員維持増強委員長として何もできない

いました。60 歳から第 2 の人生を祝してスマイルします。
○網川

まま終わってしまい大変申し訳ありませんでした。現在会員

久君

数 62 名となっています。新型コロナウイルスの影響も続い

皆さま、お久しぶりです。うれしいのでスマイルします！
○川崎

ている中ですが、会員数 70 名を達成するために新規会員へ

博君

の声掛けなどの、新たな会員が入会したくなるようなさらに

熊本の蔓延防止等重点措置の適用が解除されたこと、先行き

魅力的なクラブになるよう、皆様のお力添えをいただきなが

に少し明るさが見えてきたことにスマイルします。

ら私自身も引き続き活動してまいりたいと思います。

○漆島典和君

Ⅴ

皆さん、お久しぶりです。6 月 21 日 11 時より本年度歳祝い

○クラブ広報委員長（大津英敬君）

の今村会員、河津会長はじめ応援団の皆さま、御参拝感謝申

今年度河津会長のもと、クラブ広報委員長として皆様にご

し上げます。また、ガバナー補佐の木村様を歓迎いたします。

協力いただき心より感謝申し上げます。

○加藤和文君

さて、今年度は他の委員会同様、思うような活動は何もで

これからよろしくお願いいたします。
○井上雄一朗君

きませでした。重点目標及び活動方針として「会員に向けた

Ⅲ

例会や各種事業の報告」「外部に向けたクラブの活動をアピ

コロナ蔓延防止法や緊急事態宣言等により、私が街から姿を

ール」、「マイロータリーのアカウント登録促進」を掲げて

消して約一年半、自身のワクチン接種日も決定しましたので

おりましたが実現には至っておりません。しかし、来年度も

これから徐々に色んな会合等に復帰していこうと思ってい

引き続きクラブ広報委員長を拝命しており、活動方針を実現

ますが、本当に久しぶりの例会出席で申し訳ありません。

できるよう引き続き取り組んでまいる所存でございます。

訃報となりますが、当クラブの元会員で当社の元総務部長で

一年間ありがとうございました。

あった赤澤

剛さんが先日お亡くなりになりました。私が言

う資格があるか分かりませんが、当クラブメンバーの葬儀参
列、最後までお見送りいただき、故人にかわり御礼申し上げ
ます。本当にありがとうございました。赤澤部長は最後の最
後まで「必ず復活する」という強い意志を持って本当によく
闘われました。私が最後にかけた言葉も「部長よく闘ったね、
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○クラブ管理運営委員長（馬場大介君）

以下の 20 回程度でした。コロナ禍で奉仕プロジェクト委員
会全体も十分な活動も出来ない状況でした。そのような中で
も各委員長をはじめ委員の皆様１年間お世話になりました。
ありがとうございます。
職業奉仕委員会の職場訪問は出来ませんでしたが、高宮委員
長の計らいでパストガバナーの永田壮一様に「ロータリーの

今年度クラブ管理運営委員長を拝命しておりました馬場

原点としての職業奉仕」についての卓話をして頂きました。

です。周知のとおり、新型コロナ感染防止として、先行きが

大変勉強になりました。

見通せない中、多くの例会や親睦活動が中止を余儀なくされ

社会奉仕委員会では 3 月 21 日にオハイエくまもと「第 12

る特殊な一年でございました。新たな生活様式の変容を求め

回とっておきの音楽祭」が動画配信にて開催されました。園

られるとともにビジネスの環境も激変された会員企業さま

田委員長お世話になりました。

も少なくなかったと想像します。その中で、河津年度のテー

青少年奉仕委員会では 10 月 11 日に第 8 回熊本県水球競技大

マである『可能性は、自らの行動で ～とも（友）に乗り切

会がコロナ禍で感染対策を取りアクアドームくまもとで開

ろう～ 』の下、日頃当たり前に思えていた例会が、会員の

催しました。大いに盛り上がり無事に終了することが出来ま

皆様と無事開催される有難さを改めて痛感いたしました。丸

した。井上雅文委員長をはじめ参加して頂いた会員の皆様あ

山幹事を中心に、出席、プログラム、スマイル、親睦活動お

りがとうございました。RAC は 2 月末に地区 RA 第 36 回年次

よび会計の各委員長、委員の皆様の前向きで、献身的なご活

大会がオンラインでの開催となり、西川委員長には大変ご尽

躍のお陰で、例会づくりを達成することができました。藤山

力頂きました。木下会員の西部ガスショールームを提供して

出席委員長は、コロナ禍という状況でもありましたが、出席

頂いたことや記念品など頂いたことに感謝申し上げます。私

率の算出方法の見直しに対応され、出席率向上に努めていた

がコロナ禍とはいえ RAC、IAC への例会に参加出来なかった

だきました。沼野プログラム委員長は、例会開催の可否が予

ことを反省しております。次年度は必ず出席します。

測できない中で、外部卓話の外部ゲストさまや会員卓話との

今年度、国際奉仕委員会は世界的コロナ禍ということで活動

調整に多大なるご尽力をいただきました。三角スマイル委員

が出来ませんでした。6 月には台湾での国際大会も中止とな

長も、例会開催が思い通りに運ばない中で、持ち前の軽快な

りました。誠に残念な 1 年でした。

トークで多くのスマイルにつなげていただきました。告坂親

寿崎奨学会、米山奨学会の委員長も 1 年間お世話になりまし

睦活動委員長は、忘年会や花見の会など、新型コロナへの対

た。

策を万全に図り、会員同士の親睦を図る機会を作って頂きま

まだまだコロナの終息は見えませんが、次年度は会長として

した。会計の星野会員も、事務局との連携で盤石な会計・監

会員の皆様のご協力を仰ぎながら一生懸命頑張ります。どう

査にご協力いただきました。また、例会会場の設営で、事務

ぞよろしくお願いいたします。

局の東さんやホテル日航のご担当の方々にも、安全な対策を
講じていただいたこと感謝です。最後にクラブ管理運営委員

○R 財団委員長（雑賀庸泰君）

長という大役を終えようとしています。振り返ると各委員長、

今年度ロータリー財団委員長の雑賀です。6 月 21 日に例

委員の皆様の活躍の陰で、大した成果もあげられなかったこ

会出席のうえでご挨拶をする予定でしたが、ご挨拶の機会が

と反省するばかりですが、次年度に向け貴重な経験をつなげ

28 日に変更となり、かつ出席叶わず失礼いたします。

ていきたいと思います。

さて、毎年、年度初めに重点目標及び活動方針を策定しま

皆様、暖かく見守って頂き、誠にありがとうございました。

すが、うち改善を意識した目標については中々取り組むこと
ができず、今年も年度初めのイメージどおりに行かなかった

○奉仕プロジェクト委員長（玉田光識君）

ことは毎回の反省点です。
私も、いつの間にかロータリー歴が 5 年を過ぎました。次
年度も他委員会の委員長を拝命しておりますところ、毎年の
ように勉強の機会をいただいていることに感謝し、特に基本
となる重要部分と問題点・改善点とを意識しながら業務を行
いたいと思います。

今年度奉仕プロジェクト委員長の玉田光識です。今年度

今後もご指導よろしくお願いいたします。

は新型コロナウイルス感染拡大によるコロナ禍の１年でし
た。ロータリー活動のみならず世界中のあらゆる経済活動、
人々の生活等々の全ての活動が制限されてしまいました。
この１年間、熊本南ロータリークラブの例会数は通常の半分
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○幹事（丸山浩之君）

コロナ禍の中で何とか会長を務めることができたのは副会
長の後藤

博さんと幹事の丸山浩之さんの多大な協力があ

った賜物です。お二人には色々なアドバイスを頂き誠にあり
がとうございました。又、各委員会の委員長・副委員長には
コロナ禍の中での例会の開催やイベント実施の見通しがた
たないままでの委員会のご指導本当にご苦労様でした。特に
退任にあたり、ご挨拶申し上げます。本年度幹事を務めさ

プログラム委員会の沼野会長をはじめ委員の皆様方にはコ

せていただきました、丸山です。皆さまご承知のとおり、昨

ロナ禍の中での外部卓話の交渉等で日程が大幅に変更とな

年度後半より続くコロナ禍により、会員の皆様には大変なご

り大変申し訳ございませんでした。又、親睦活動委員会の告

苦労をおかけいたし、まさしく「コロナ年度」となってしま

坂委員長と委員の皆様方には 8 月 3 日の暑気払い会＆新入会

いました。一年の約半分が休会となり、思うような活動がで

員歓迎会や 12 月７日の年次総会・忘年会そして 3 月 29 日の

きず、また活動自体も制限されるものばかりとなりました。

花見の会大変お疲れさまでした。残念ながら 10 月の観月会

幹事は会長の補佐と共に、クラブ管理運営も実務を担ってお

例会や 1 月の新年会、6 月の歳祝いの会等はコロナ禍の中で

ります。特に、クラブ奉仕の根幹である例会開催の有無につ

中止となりました。会場をキャンセルさせていただきました

いては、当初難しい判断を迫られ、理事会において開催基準

松葉の山口

を決めさせていただきました。例会が取り止めになることに

う暫くワクチン接種が終了するまではこの状態が続きそう

より、会員間の交流がはかれない事も大きな障害となりまし

ですので玉田年度もご協力よろしくお願い致します。

たが、それ以外にも外部卓話の在り方や対応、奉仕活動の財

この 1 年を振り返りますと大きなイベントでは青少年奉仕

源となるスマイルの減収による対応や会費のあり方、また、

委員会の熊本南 RC 杯 第 8 回熊本県水球競技大会は何とか予

会員各位本業の事業活動縮小、減収等も私もど真ん中におり

定通り 10 月 11 日に開催する事ができました。井上雅文委員

ますが、大変な心配事となりました。親睦、奉仕活動におい

長をはじめ委員の皆さん、お手伝いしていただきました会員

ては、中止や規模縮小の中に創意工夫されての水球大会の継

の皆様本当にありがとうございました。2 月 28 日には昨年

続、RAC は延期しての年次大会オンライン開催など、関係各

10 月からの日延べとなっていました熊本南 RAC がホストク

位の大変な努力に頭の下がる思いであります。しかし残念な

ラブの「国際ロータリー第 2720 地区ローターアクト第 36

がら、長年友好の続く台北大同扶輪社との交流が中断してい

回年次大会」がコロナ禍の中での初のオンライン開催で無事

る現在、一日も早くコロナ終息と交流再開を願わずにはいら

終了することができました。ローターアクト委員会の西川尚

れません。今年度は道半ばで任期を迎え、大変心苦しく思い

希委員長をはじめ委員の皆さん、そして会場の西部ガスショ

ますが、新年度が明るく素晴らしい年になる事を心から祈念

ールームを無料でお貸ししていただくと供にお弁当の差し

いたします。最後に、事務局東さんには大変なご苦労と段取

入れをして頂いた木下貴夫会員には厚く御礼申し上げます。

り、サポートをいただき深く感謝いたします。そして河津会

河津年度はコロナウイルス感染症拡大に振り回せられた 1

長におかれましては、在籍期間が短い中で会長に就任され、

年でした。例会を開催するかどうかの判断基準につきまして

ご苦労も多かったことと思いますが、常に準備を怠らず、難

は 9 月 14 日の理事会で熊本県のリスクレベルが最高レベル

しい一年の舵を取られ、リーダーシップを発揮していただき

に達した場合は中止とさせて頂きました。ワクチン接種を既

ました。この場をお借りして御礼申し上げます。

に受けられた方もおられるかと思いますが、ワクチン接種を

今年度一年間、大変お世話になりました。

早く受けて頂き、新年度の例会に安心して出席できることを

競会員には大変申し訳ございませんでした。も

祈念して最後の挨拶といたします。
○会長（河津延雄君）

1 年間本当にありがとうございました。
■6 月 21 日（月）歳祝い祈願祭＠代継宮

改めまして、皆さまこんにちは。2020－2021 年度熊本南
ロータリークラブ第 63 代会長を務めさせていただきました
河津延雄です。熊本地震の年、平成 28 年 8 月 22 日に入会さ
せていただき、4 年目での会長拝命とロータリーが良くわか
らないまま会長を務めさせて頂きました。皆様方には不満な
ところもあったかと思いますが改めてお詫び申し上げます。
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