内田泰生君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２回例会記録（通算第 2864 回）
令和３年（2021）年７月１２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
ございません

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。コロナはまだ終息していません。その影響は少な
からず皆様の事業に影響出てい方もおられると思います。そんななか会社
を守るために経営者の考えることは、現状を正しく認識することだと思い
ます。
中小企業経営者は当たり前ですが会社を潰さないため、手元資金を厚く
することを常に念頭において経営することですね。現預金は月商の最低で
も 3 ヶ月分、6 ヶ月分あるといいと言われています。無ければ、不良の在

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 第一回クラブ協議会

庫、遊休資産の処分、保険の一時停止、解約や公庫、銀行からの借入等々
で賄う。私の顧問先でイベント関連会社がありますが、昨年のコロナ発生
から 1 年分の資金がなんとかありましたので、今期までは何とか持ちこた
えることが出来ました。今年度は徐々にですが仕事の受注が入って来まし
た。

今月・来月の行事

コロナはまだまだ予断を許しません。何があってもいいように、社長は常

7/29 熊本南RAC 例会＆歓送迎会＠HERO 海 熊本駅店
8/2 暑気払い＆新入会員歓迎会
＠牛深水産マルヒロ食堂
8/28 第37 回IAC 年次大会＠ZOOM

に手元資金を増やすことを頭にいれておくべきと思います。
コロナで売上減少の時期、商売で利益を出すのは難しいです。国、県、
市の補助金等申請できるものは何でもしましょう。

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

◆2021-22地区役員委嘱伝達式
◇古財良一君（RYLA 委員会 委員）

出席報告（原 裕一君）

◇網川

会員数

出席数

出席率

６３名

４９名

７９．０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

久君（RYLA 委員会 委員）

欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）
新入会員自己紹介 1回目（内田泰生君）

幹事報告（馬場大介君）
1.熊本城東 RC より「ハイブリッド例会のご案内」が届いております。
2.姫路南 RC より6月週報が届いております。
3.第2720地区 大森克磨ガバナーより委嘱状が届いております。
（RYLA 委員会委員：古財良一君・網川 久君）
4.次回（7/19）例会は卓話の時間を頂戴し「第1回クラブ協議会」を

氏名：内田泰生（うちだ

開催いたします。事業予定のある委員会 委員長は、7/14（水）ま

生年月日：昭和61年4月2日

でに資料の提出をお願いします。

出身：熊本県

5.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位はご参加

勤務先：株式会社内田クレーン工業

をお願いいたします。

推薦者：齊藤直信君・久峨章義君

例会変更のお知らせ

新入会員自己紹介 3回目（加藤和文君）

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

たいせい）君

程] 7 月 20 日（火）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 7 月 21 日（水）12：30～

○北 RC～G 補佐訪問例会のため日程変更
[変更前] 7 月 22 日（木）12：30～

皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介です。先週末も大雨

[変更後] 7 月 29 日（木）12：30～

でしたが、熊本は幸いなことに大きな被害もなくホッとしてお

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更

ります。今朝の段階で事故の報告をいただいておりますが、今

[変更前] 7 月 27 日（火）12：30～

回はほとんどが落雷でした。火災保険の中に家財保険がござい

[変更後] 7 月 27 日（火）未定
[場

ますが、ご契約されている場合、落雷で電化製品が壊れた等補

所] 未定

償できます。他にも弊社の保険で大変おすすめな商品ができま

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

した。ご興味のあられる方は是非お声掛けください。今後とも

程] 7 月 29 日（木）13：00～

よろしくお願いいたします。

定例理事会報告（玉田光識君）

委員会報告

1.2021-22（今年度）姉妹クラブ特別会計について

●雑誌委員会（中嶋亜志火君）

⇒短期青少年交換留学事業中止のため「徴収なし」が承認され
ました。
2.JC・LC・RC による合同事業について
⇒1口（100,000円）寄付が承認されました。
3.地区補助金について
⇒事業内容変更でも使用可。水球大会から米軍音楽隊コンサ－

皆さま、こんにちは。今年度雑誌委員長の中嶋です。1 年

トに変更し再度申請することが承認されました。

間よろしくお願いいたします。まず、P4、2021-22 年度 IR
会長 シェカール・メータさんの記事です。RI 会長テーマ「奉
仕しよう みんなの人生を豊かにするために（ Serve to
Change Lives）
」
、訳すと、生活を変えるために奉仕しように
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なります。さらに会長メッセージを見てみましょう。P7、RI

○喜讀宣友

Ⅱ

会長メッセージ「チェンジメーカー（変革者）」の年にする

先週は記念すべき玉田会長年度の出航に立ち会えず申し訳

と仰っています。キーワードは「変革」です。コロナ禍で企

ございませんでした。SAA として、やかましく会場を仕切っ

業がビジネス環境の変化に対応し、DX（デジタルトランスフ

ていきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。ま

ォーメーション）を推進しているように、いたるところで「変

た、内田泰生様のご入会を歓迎してスマイルいたします。

革」が求められ時代となっております。変革実現のためには、

○坂本研一君

「会員増強」をあげておられます。また、「女性のエンパワ

今日は常任委員長就任挨拶ということで、本年度は何をする

メント」をあげておられます。女性は未来のリーダーである

のだろうと楽しみにしておりましたが所用にて早退します。

との意識の基、女性が自分たちの未来を形作る後押しをする

今年度のご活躍を心より祈念いたします。新入会員の内田泰

必要を訴えます。熊本南ロータリークラブには現在女性会員

生さんを歓迎します。仲良くしましょう！

がおりません。是非、入会を増進すると共に、活躍の場を提

○濵﨑剛自君

供することが大切と感じます。P36、第 2720 地区 大森克磨

加藤和文様、内田泰生様の入会を歓迎してスマイルいたしま

ガバナーの紹介です。

す。久しぶりのホームクラブ例会出席です！

縦書き P4、コロナ後日本はどうあるべきか、元国際連合
事務次長 明石

○谷口英樹君

康氏の記事です。結論としては、SDGs の重

本日入会の内田泰生会員を歓迎いたします。また、所用のた

要性をとかれてます。目下企業においても SDGs の重要性は

め早退しますのでお詫びのスマイルです。

認識されているところではありますが、ロータリークラブな

○内田泰生君

どの奉仕団体にもその協力、達成は期待されております。日

本日入会させていただきました内田泰生と申します。よろし

本人ではじめて国連に入られたとのことで、国連が果たして

くお願いいたします。

きたこと、国連をもってしてもなしえないことを知ることが

○倉嵜保広君

でき、とても勉強になります。

Ⅹ

先日は亡父の通夜、葬儀の際はご弔問ご参列いただきありが
とうございました。会員の皆さまにはお心遣いいただきあり

●親睦活動委員会（網川

久君）

がとうございました。寂しくなりましたが頑張ってまいりま
す。ありがとうございました。
○今村浩昭君
御礼が遅くなりました。先日 6 月 21 日代継宮にて歳祝いの
神事を受けさせていただき、誠にありがとうございました。
漆島様、河津直前会長はじめ、参列いただいた皆さまありが

皆さま、こんにちは。今年度最初の親睦事業のご案内です。

とうございました。また、野口様スマイルありがとうござい

8月2日（月）三瀬広海会員の新しいお店で「暑気払い＆新入

ました。

会員歓迎会」を開催いたします。後ほど事務局より詳細をご

○松茂信吾君

案内いたします。多数の皆さまのご参加をお待ちしておりま

ダイケンは先週 IT 導入支援事業者の認定を受けることがで

す。

きました。2 年間準備にかかりました。システムなど是非よ
ろしくお願いいたします。

●スマイルボックス（大津英敬君）

○田中裕司君

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
北口

オリンピックが無観客開催になって悔しいのでスマイルし

誠君

ます。卓球女子団体準決勝、女子バレーボール準々決勝、陸

本日入会の内田泰生君を歓迎してスマイルいたします。玉田

上 3 日間、野球決勝、すべて吹っ飛びました。

会長年度のスタートでのご入会と「ちょうどよい」時期に入

○原

裕一君

Ⅱ

会されましたね。一緒に熊本南 RC を盛り上げていきましょ

昨日は熊本市アメリカンフットボール協会主催の第 20 回ぎ

う。

んなんボウルに TKU はじめ、各メディア様には大変お世話に

○齊藤直信君・久峨章義君・野口泰則君・德永隆正君

なりました。無事成功裏に終えることができました。OB 協

内田泰生君の入会を心より歓迎いたします。ロータリーライ

会員として感謝申し上げます。また、弊社は 95 周年を迎え

フを楽しんでください。

ました。あと 5 年で 100 周年です。その前に沈没しないよう

○渕田俊郎君・丸山浩之君・坂本幸樹君・森本康文君

に頑張っていきたいと思います。

雑賀庸泰君・大津英敬君・林田公治君・三瀬広海君
内田泰生会員の入会を心より歓迎いたします。昼の活動、夜
の活動と親睦を深めて参りましょう。
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●常任委員長就任挨拶

○クラブ管理運営委員長（三角雄介君）

○会員維持増強委員長（三瀬広海君）

今年度はクラブ管理運営委員

皆さま、こんにちは。今年度

長として、クラブが円滑に運営

会員維持増強委員長を仰せつか

出来る様にバックアップいたし

りました三瀬です。職業分類は

ます。一年間よろしくお願いし

飲食業です。私が伝統と歴史あ

ます。

る熊本南ロータリークラブに入
会させて頂いたのは 2019 年坂本会長年度です。今年で三年

○奉仕プロジェクト委員長（北口

誠君）

目になります。入会歴が浅くまだまだわからないことも多々

奉仕プロジェクト委員長の北

あり不安もございますが、諸先輩方にご指導いただきながら

口でございます。奉仕プロジェ

1 年間頑張って参ります。今年度目標会員数は 70 名です。

クト委員長として、クラブ管理

前回の例会で玉田会長が仰ってました会員の皆様が一人紹

運営委員長の三角会員と協議、

介頂きますと目標達成できます。簡単ではございませんが伝

意見交換や情報を共有しながら

統と歴史を継続するためにも皆様のご協力をよろしくお願

玉田会長、今村副会長、馬場幹事を支えて行く所存です。具

いいたします。

体的には各委員会の年間計画の確認、予算も適切に使用され
ているか、そして何よりコロナ渦で中止を余儀なくされてい

○クラブ広報委員長（大津英敬君）

た活動にも安全を第一に考慮しながら再開をしたい思いで

今年度クラブ広報委員長を

す。入会8年目にして重要なポストで皆様にはご迷惑をお掛

拝命いたしました大津でござ

けするかと思いますが、何卒よろしくお願い致します。奉仕

います。昨年に続き続投となり

プロジェクトでは各委員会と横の連携を密に、各委員長・副

ます。本年度クラブ広報委員会

委員長と協議し、今の奉仕プロジェクトがニーズに合ってい

メンバーは、副委員長 藤山会

るか、会員お一人お一人の喜びになっているか等考えながら

員はじめ、谷口英樹会員、桑原幸雄会員、告坂和紀会員、井

精一杯やらせて頂きます。どうぞよろしくお願い申し上げま

上雅文会員、古財良一会員と、メンバー一丸となって玉田会

す。

長をバックアップしていきたいと思っております。クラブ広
報の役割としましては、当クラブの事業・活動をクラブ内外

○R財団委員長（藤山直秀君）

へとアピール、多くの方へ知っていただくことが会員間の連

今年度ロータリー財団委員長

帯感も高まり、当クラブの発展へと繋がると考えています。

を拝命しました藤山です。私は

そこで、今年度の主な活動としましては昨年同様の 4 つを掲

玉田会長と田川元会員の推薦に

げます。

より、2018年6月に入会し、ロー

1.会員に向けた活動（週報の発行） 会員に向けた例会や各

タリー歴4年1ヵ月となります。

種事業の報告を事務局と連携し週報の発行を行います。

ロータリー財団の活動がどのようなものか前年度副委員長

2.外部に向けたアピール（ロータリーの友への寄稿） 当ク

でありましたがコロナ禍により活動が全く分からないまま

ラブが行う対外的事業をロータリーの友への寄稿を行いま

今日に至っております。イメージとしては、恒例の熊本県水

す。3.SNS利用の促進（FB活用） イベントなどに参加された

球競技大会の地区補助金受給手続きを行うことだろうと思

方々それぞれに、タイムリーかつ自由に利用していただき、

い、先月15日のクラブ協議会の際に補助金申請書に署名しま

クラブ内の活性化を目指します。4.マイロータリーのアカウ

したので、役割の大半は終えたのだろうと思っておりました

ント登録希望者への補助 マイロータリーは、クラブ運営に

ところ、先週の例会時に水球大会中止と聞き、補助金申請の

必要な情報やデータを入手できる便利なウェブサイトです。

取り下げを行うよう、北口会長エレクトより伝えられました。

登録にお困りの方の支援をいたします。そして、今年度の目

そのため、現在事務局東さんと打合せ検討中です。先ほども

玉事業として、10月20日熊本城ホールにてアメリカ空軍音楽

話しましたとおり、活動がどのようなものか分からないまま

隊の公演が本クラブ主催にて行われます。その様子をロータ

現在に至りますが、先週例会時に星野会員が本委員会の活動

リーの友への寄稿や広報ツールを用いて周知したいと思い

マニュアルを策定されていると伺いましたので、そのマニュ

ます。

アルを入手した上で、本年のロータリー財団委員会の事業計

以上、行き届かない点が多々あるかとは思いますが、皆さま

画に記載しております地区補助金・グローバル補助金の活用

のご協力をよろしくお願いいたします。

方法、新規事業の検討、個人からの寄付募集、活用の検討等
に活かし、皆さまのご提案ご協力を得ながら1年間頑張りた
いと思います。ご協力よろしくお願いいたします。
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