7 月 19 日（月）2021-22 年度第 1 回クラブ協議会＠ホテル日航熊本 「阿蘇」より
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第３回例会記録（通算第 2865 回）
令和３年（2021）年７月１９日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」
来訪者紹介
毛利浩一様
（第 2720 地区熊本第 4G ガバナー補佐）

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。前回例会終了後に定例理事会がありまし
たので、そのご報告をいたします。
まず、姉妹クラブ会計において、今年度は短期青少年交換留学
事業の中止が決定しましたので特別徴収をしないこととする。2
点目は JC・LC・RC の合同事業計画である「一人親家庭支援物資給
付事業」に 1 口（10 万円）を寄付する。3 点目、地区補助金申請
しておりました水球大会を今年度は中止する旨を地区事務所に報

今日の例会

告しましたところ、使用目的を変更しての補助金使用も可能との

1 今日の歌

ことで、米軍音楽隊コンサートに切り替え再度申請することとし

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 R 寿崎奨学会委員会 奨学金交付式＆自己紹介

ました。以上 3 項目とも理事会にて承認を頂きましたことをご報
告します。
さて、本日の一言アドバイスです。

今月・来月の行事

「350 万の節税に、1,000 万払うの？」決算検討会、社長さんの一

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

言です。決算 3 ヶ月前に通常税理士事務所では業績・決算検討会
を行います。当期の利益はどのくらいになりそうか？その場合に
納税額はどれくらいになるかの予測をします。どういう節税策が
あるか等々の検討をします。皆さんの会社でもされていますよね。

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

例えば利益予測で 1,000 万円になりそうな場合に納税予

新入会員自己紹介 2回目（内田泰生君）

測でざっくり 350 万円程
（税率約 35％で計算しています）
この利益を消すためには、1,000 万の経費が必要になり、
利益は確かにゼロになります。ただ、ここでのポイント
は「お金」は 1,000 万円なくなることです。
1,000 万の経費を作り、税金の 350 万は払わない。でも、
お金が 1,000 万なくなる。節税しなければ、350 万税金

皆さま、こんにちは。先週7月12日入会しました内田

払います。でも、手元に 1,000 万のお金が残るどちらを

です。職業分類はクレーン・建設業です。クレーン・建

選ぶか？税金は払いたくない、でもお金は残したい、悩

設業とは、建設現場で人の手では運べない建築資材等を

ましいところですね。究極の節税は納税でしょうか。

クレーンで運ぶということが主な仕事になります。例会

資金の今後の状況や自己資本比率、来期の事業計画や利

には毎回出席できるよう努力します。今後ともよろしく

益予測・・・いくつかの要素を組み合わせて考えなけれ

お願いいたします。

ばならないですね。最後は「社長の決断」になりますで
しょうか。

委員会報告
●RAC 委員会（森本康文君）

出席報告（原 裕一君）
会員数

出席数

出席率

６３名

５０名

８０．６５％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご案内です。

欠席記録免除者 1 名

熊本南 RAC7 月第二例会を 7 月 29 日（木）開催いたし

０名（会員数には含まれません）

ます。尚、今回は RAC 会員の歓送迎会も兼ねての開催
となります。是非多数のご参加をお待ちしております。

幹事報告（馬場大介君）

（詳細は下記のとおり）

1.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより「熱海豪雨災害見
舞金送付について」が届いております。
例会変更のお知らせ
○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

Ⅲ

（熊本第4G ガバナー補佐）

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

程] 7 月 29 日（木）13：00～

久君・北口

誠君

本日の来訪者、熊本第 4G ガバナー補佐 毛利浩一様を
歓迎いたします。また、久しぶりに寿崎

程] 8 月 10 日（火）12：30～

肇会員のお

元気なお姿を拝見でき非常にうれしく思います。本日

○西稜 RC～定款に基づき休会

の卓話は第 1 回クラブ協議会です。皆さまの闊達な意

程] 8 月 16 日（月）18：30～

見交換をお願いします。

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更

○寿崎

[変更前] 8 月 24 日（火）12：30～

肇君

Ⅹ

長く欠席しました。にもかかわらず、熊本南 RC に籍

[変更後] 8 月 26 日（木）18：00～

を置いていただきありがとうございます。4 つの病院

所] 神園山荘

を経て生かしていただき、今老人ホームで三度の食事

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

費】4,000 円（当日徴収）

と期待しております。よろしくお願いいたします。

所] MALIBU

○05福祉 RC～定款に基づき休会

[場

【会

いただきありがとうございます。活発な会になること

○りんどう RC～定款に基づき休会

[日

所】大漁食堂 HERO 海 熊本駅店

本日は今年度第1回目のクラブ協議会の開催にご案内

[変更後] 7 月 27 日（火）19：00～

[日

【場

○毛利浩一様

[変更前] 7 月 27 日（火）12：30～

[日

時】2021 年 7 月 29 日（木）19：00～

●スマイルボックス（林田公治君）

程] 7 月 26 日（月）18：30～

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更

[場

【日

をいただいております。95 歳になりました。100 歳目

程] 8 月 31 日（火）12：30～

指して頑張ります。熊本南 RC の皆さまもお元気に 100
歳までご奉仕を続けてください。
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○高宮

宏君・渕田俊郎君・久峨章義君・河津延雄君

野口泰則君・後藤

員及び寿崎奨学生の自己紹介を行う。また、コカ・

博君・漆島典和君・坂本研一君

コーラ様より講師を招き、大人気のレモンサワー檸

永井富士雄君・沼野修一君・德永隆正君・森本康文君

檬堂「利きレモンサワー」を開催します。また、熊

大津英敬君・興梠一喜君・松茂信吾君・林田公治君

本南 RAC 会員、寿崎奨学生へも案内予定です。

寿崎大先輩のお顔を拝見しましてお元気そうで顔色

【日

時】

2021 年 10 月 11 日（月）

も元のままで本当にすごい先輩だと思います。私も見

例会 18：30～19：00

習って頑張ります。

観月会 19：00～21：00

○堀川貴史君

Ⅲ

【場

所】

ホテル日航熊本 7F

私も 7 月よりガバナーノミニーからガバナーエレクト

「ガーデンバンケット」

になりました。気を引き締めて頑張ります。よろしく

【会

お願いいたします。また、先日人間ドックの再検査で

費】

7,000 円（うち、個人負担額 4,000 円）

[連絡事項]

大腸検査を行い異常なし。また、1 回目のワクチン接

会費 7,000 円のうち、例会費 3,000 円充当します。個

種も無事終わりました。何といっても寿崎パストガバ

人負担 4,000 円は後日請求。熊本南 RAC 参加費は個人

ナーの元気なお姿を拝見でき、さらに私も勇気づけら

と RAC 委員会より支出。寿崎奨学生の参加費は一般財

れました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

団法人寿崎奨学会より支出します。

感謝のスマイルです。併せて毛利浩一様のご来訪を歓
迎いたします。

○社会奉仕委員会（古財良一君）

○谷口英樹君

1.アメリカ空軍太平洋音楽隊コンサートについて

当クラブへの来訪者 熊本第 4G ガバナー補佐の毛利浩

[事業概要]

一様を歓迎いたします。

米軍太平洋音楽隊は、インド・太平洋県内の米軍基

○濵﨑剛自君

地内の公式イベントでの演奏、親善大使として国境

内田泰生会員の 2 回目の挨拶を楽しみにしています。

を越えて日本をはじめ、各地域の人たちとの国際交

○三好正太君

流を目的とした音楽隊。2010 年 10 月 8 日（金）にも

紹介者の寿崎パストガバナーに入会の挨拶ができた

熊本南 RC の主催で熊本県立劇場にてコンサートを実

ことをうれしく思います。

施。
（実行委員会で企画・運営）会外向けの奉仕活動
を会員全体で行うことで RC 会員、RAC、IAC、寿崎奨

●第1回クラブ協議会
○親睦活動委員会（網川

学生などとの連帯感を醸成したい。音楽隊との交流
久君）

が目的です。

1.暑気払い＆新入会員歓迎会について

【日

時】

2021 年 10 月 20 日（水）18：30～

[事業概要]

【会

場】

熊本城ホール シビックホール

夏の暑さを乗り切る英気を養うべく暑気払いを開催。

【予

算】

約 500,000 円+地区補助金 180,000 円

また、新入会員歓迎会を併せて開催します。例年同

予算内訳は会場費、照明設備、印刷代、出演者食事

様、熊本南 RAC 会員にも案内し、親睦・交流の和を

費、看板代、記念品代、コロナ対策費等調整中です。

広げます。寿崎奨学生は新型コロナウィルス感染症

［開催規模］

の状況を鑑み案内なし。観月会は案内予定。新型コ

300名未満予定（新型コロナウィルス感染症対策とし

ロナウィルス感染症予防対策として個別のコース料

て席数750席の会場使用）RC、RAC、IAC、寿崎奨学生、

理を提供していただきます。

その家族等

【日

時】

2021 年 8 月 2 日（月）18：30～

【場

所】

牛深水産 マルヒロ食堂（屋内貸切り）

【会

費】

6,000 円（後日請求）

［協議事項］
・新型コロナウィルス感染症の状況を見ながら、どの
時点で、どの基準で開催の可否を決めるか？

［連絡事項］
新入会員対象者：谷口英樹会員・川崎

・企画、運営、予算管理等、実行委員会を設置しては
博会員・三

どうか？

好正太会員・加藤和文会員・内田泰生会員（無料）

・IAC、RAC を中心に当日の司会進行、運営を行うのは

熊本南 RAC 会員の参加費は個人と RAC 委員会で折半

どうか？RC はサポートや来賓対応。

2.観月会について

・コンサート後の懇親会について

[事業概要]

・熊本国府高校（IAC）は翌日 10 月 21 日（木）85 周

夜例会後、会場で美味しい食事とお酒を飲みながら

年式典。

の懇親会を開催。新入会員がいらっしゃれば新入会
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○講評（毛利浩一様/熊本第 4G ガバナー補佐）

ラさんとビルピ・ホンカラさんのご夫妻は、ワクチ

皆さま、こんにちは。まず、今回初めてクラブ協

ン投与者が不足する可能性について知り、ボランテ

議会に参加させていただき、各クラブでやり方が違

ィアとして活動するために地元の医療責任者に連

うのだなと思いました。例えば今回 3 つの事業に絞

絡しました。引退前は外科医やメディカルディレク

り協議されましたが、私が所属する熊本江南 RC で

ターとして活躍し、現在は国際ロータリー理事、そ

は全委員会から進捗状況等報告があります。ただ、

して Raahe ロータリークラブ会員として活動するビ

ほぼ変わらない委員会も当然ありますから、目的を

ルピさんは、誰もがすぐにでもワクチン接種をした

絞るやり方も大変合意的でよいと思いました。また、

いと感じていたと、当時の状況を話します。マッテ

各委員会の事業計画書も詳しい内容であるため、分

ィさんは、ロータリーのポリオプラス国別アドボカ

かりやすく皆さんが参加しやすいのではと感じま

シーアドバイザーを担う Pietari Brahe ロータリー

した。参考にさせていただいます。ありがとうござ

クラブの会員で、内科医主任として活躍していまし

いました。

た。そして、二人とも医師免許を保持していました。

最後に、11 月 12 日に熊本第 4 グループ IM をザ・

「ワクチン投与者が不足すると、ほかの分野から人

ニューホテルにて開催予定です。基本的には入会歴

を引き抜かなければならず、そうなると医療サービ

の浅い方を中心に参加いただいておりますが、ベテ

スが停止してしまいます」とビルピさん。「私たち

ランの方にも大いにご参加いただければと思いま

なら、必要なときにどこにでも駆けつけることがで

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

きると思ったんです」お二人には予防接種キャンペ
ーンを管理した経験があります。2009 年の H1N1（豚

【例会予定】

インフルエンザ）発生時には、一般市民への大規模

8/2（月） 外部卓話 松岡義清様

なワクチン接種に先立ち、約 1,000 人の医療従事者

（株式会社コッコファーム）

へのワクチン接種を監督しました。「引退してから

8/9（月） 祝日のため休会

何年か経っていますが、ワクチンを接種する方法は

8/16（月）定款に基づき休会

知っています」とビルピさんは話します。

8/23（月）新入会員卓話 木村

崇君

4 月末までにホンカラ夫妻は、地元と 2 つの小さな

8/30（月）外部卓話 岩上孝二様

自治体で 5,000 人以上にワクチンを接種しました。
ビルピさんの推定では、この数はこの地域のワクチ

■7/8（木）熊本南 RAC 例会

ン接種の約半分を占めます。これらの地域では、75
歳以上の高齢者の大半を含む約 4 分の 1 の人がワク
チンの初回接種を受けました。60 歳以上の方も、5
月の時点で予約できるようになりました。「二人の
熱心なワクチン投与者がいれば、かなりのことがで
きる」とマッティさんは話します。ワクチン接種の
展開に人びとは安心しています。ビルピさんも、
「み
な嬉しく、感謝している」と話します。また、ビル
ピさんはロータリークラブにもこの活動に参加し

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）

てもらいたいと考え、マッティさんも、ワクチンの

「フィンランドの退職した医師、新型コロナワクチ

重要性をアピールしたいと考えました。「これは私

ンを数千人に接種」

たちのロータリープロジェクトであり、地域社会の
プロジェクトでもあります」とビルピさん。「ロー
タリー会員は、新型コロナやポリオなどの予防接種
を熱心に推進しています」お二人がそれぞれ所属す
るロータリークラブの会員は、予防接種会場でボラ
ンティアとして案内係や駐車場係を務め、予防接種

新型コロナワクチンが間もなく承認されるという

センターに改装された廃校で訪問者の出入りを誘

ニュースがフィンランドで流れ始めた 1 月初旬、同

導しました。学校のレイアウトはほかの会場よりも

国の保健当局は、沸き立つ国民に対し、ワクチン供

複雑だったため、会場ボランティアの存在は大きな

給と投与者の訓練に時間がかかることを伝えてい

支えとなりました。

ました。共に退職した医師であるマッティ・ホンカ
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