2021-22 玉田会長年度 執行部の皆さん、1 年間よろしくお願いします！
［今 日］

［ 今月/来月 ］
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第１回例会記録（通算第 2863 回）
令和３年（2021）年７月５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
毛利浩一様（第 2720 地区熊本第 4G ガバナー
補佐/熊本江南 RC）

会長報告（玉田光識君）
熊本南ロータリークラブ会員の皆さま、こんにちは。今年度会
長をお引き受けした玉田光識です。まずもって、昨年度はコロナ
禍でリスクレベルが高い状態が続き例会は例年の半分程度しか開
催されないなか、河津会長、後藤副会長、丸山幹事さらに各委員
長は大変な思いをされたと思います。1 年間お疲れ様でした。
新型コロナ感染がまだまだ収まらないなか熊本南ロータリークラ
ブも新年度が始まりました。今年度はワクチン接種が進みコロナ

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 常任委員長就任挨拶

が少しでも早く終息に向かって欲しいのですが、今月には東京オ
リンピックが開催されるようですので、感染拡大しないことを祈
るばかりです。
さて、前回の例会終了後に今年度の臨時理事会を開催しました
ので、ご報告いたします。議題として、まず例会開催基準は前年

今月・来月の行事

度同様熊本県発表のリスクレベル 5 が発表された場合は例会開催

8/28 第37 回IAC 年次大会＠ZOOM

を中止します。次に収支予算書承認の件で、スマイル特別会計支
出の部で青少年奉仕委員会の水球大会を中止することになりまし
たので予算計上しておりません。熊本県水泳協会の赤﨑委員長の
お話によると今年はコロナの影響か各高校の新入生部員が少な
く、

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

く、チーム編成が難しいため今年度は誠に申し訳ないの

皆さま、こんにちは。今年度熊本第4G ガバナー補佐を

ですが、中止していただければとのことでした。我が熊

務めさせていただきます、熊本江南 RC 毛利です。本日

本南ロータリークラブはその意向に合わせることにし

はご挨拶でお伺いしました。一年よろしくお願い申し上

ております。社会奉仕委員会では米軍音楽隊コンサート

げます。

を開催することで予算の承認を頂きました。以上、ご報
告いたします。例会に関してはオンラインや ZOOM など

2020-21（前年度）会長・幹事へ記念品の贈呈

での開催も考えるのですが、すべての方が対応出来るわ
けではないとも考えます。ただワクチンの接種が進めば
昨年度よりはコロナも落ち着いてきて通常の例会が出
来きるであろうと思います。
さて、そうは言うものの今年度も予断を許さない状況
があるかもしれませんが、皆さんにとって 1 年間有意義
で楽しいロータリークラブであるように会長として頑
張って参ります。どうぞ皆様のご協力をお願いします。

新入会員自己紹介 2回目（加藤和文君）

本日は後ほど就任挨拶もありますので、以上で会長報告
とさせていただきます。

出席報告（原 裕一君）
会員数

出席数

６２名

４５名

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

出席率

皆さま、こんにちは。本日は趣味について話したいと
思います。まず、神社巡りが好きで東京勤務時にはクロ

７３．７７％

スバイクで70か所ほど回りました。熊本でも行きたいと
ころは色々ありますが、加藤神社や阿蘇神社くらいしか

欠席記録免除者 1 名

行けていません。おすすめがございましたら情報をお待

０名（会員数には含まれません）

ちしています。また、こちらに来てからサウナにもはま
り始めていますが、一番の趣味はゴルフです。コンペ等

幹事報告（馬場大介君）

開催の際は是非お声掛けください。最後に熊本豪雨から

1.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーよりご挨拶が届いており

ちょうど１年になりますが、先日、熱海でも豪雨災害が

ます。

発生しました。いつどこで災害が起こるか分からない現
状です。皆さま準備はされているかと思いますが、保険

例会変更のお知らせ

等ご相談がございましたらお気軽にお声掛けください。

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 7 月 20 日（火）12：30～

委員会報告

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

●RAC 委員会（森本康文君）

程] 7 月 21 日（水）12：30～

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 7 月 27 日（火）12：30～
[変更後] 7 月 27 日（火）未定
[場

所] 未定

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご案内です。

程] 7 月 29 日（木）13：00～

熊本南 RAC の今年度第1回例会が7/8（木）開催されま
す。基本的に第2、第4木曜の開催予定ですが、ご参加

第2720地区 熊本第4G ガバナー補佐挨拶（毛利浩一様）

いただけるとアクトメンバーにもよい刺激になると
思います。是非多くの方のご参加をお待ちしておりま
す。尚、ご参加いただく場合は私までお知らせくださ
い。
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●親睦活動委員会（網川 久君）
［誕生祝］

○木下貴夫君
［結婚祝］

玉田会長年度スタート日に業務都合のため早退しま

該当者なし

す。誠に申し訳ございません。お詫びのスマイルです。

藤山直秀君

7.4

倉崎保広君

7.11

吉本栄一君

7.17

●就任挨拶

星野誠之君

7.23

○幹事（馬場大介君）

玉田会長年度の幹事を仰せつかりました馬場です。
2009 年 6 月に入会し、入会歴が 12 年になります。職
業分類は石油製品配布となっております。入会当時は
重厚な先輩会員の中で、恐る恐る例会に参加させてい
●スマイルボックス（林田公治君）

ただいておりました。いまでも一つ一つのロータリー

○毛利浩一様

活動の奥深さの前に、改めて無知な自分を顧みる次第

Ⅲ（熊本第4G ガバナー補佐）

本日は新年度第1回目の例会に参加させていただきあ

です。そんな中で、幹事という大役が務まるか甚だ疑

りがとうございます。今年１年間よろしくお願いいた

問ではありましたが、いつの間にか入会順が上がって

します。

いること、先輩諸氏からの勧めもあるうちに、逆にな

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

にかお役に立てるよう、クラブに奉仕させていただこ

久君

うと思いました。日頃の会社経営においても、知らず

熊本第4G ガバナー補佐 毛利浩一様のご来訪を歓迎い

知らずのうちに、「いまのはお互いフェアだっただろ

たします。本日より新年度、新体制でのスタートとな

うか」とか「結局相手の役にたてたのだろうか」と自

ります。コロナ禍の厳しい状況ではありますが、充実

問をしています。ロータリーの理念や様々な会員の皆

した楽しい1年にしたいと思っております。皆さまの

様のご意見を伺う機会を得続けることで、いつの間に

ご協力をよろしくお願いいたします。

か自身の行動指針になっているのかなと最近になり

○高宮

宏君・渕田俊郎君・塚本

侃君・久峨章義君

気づくようになってきました。玉田会長は、つねに柔

齊藤直信君・野口泰則君・後藤 博君・堀川貴史君

和で話しやすい環境をつくって頂いております。その

德永隆正君・永井富士雄君・漆島典和君・丸山浩之君

一方で時間など基本的な所作については厳しく、初志

古財良一君・沼野修一君・星野誠之君・大津英敬君

貫徹される強い意志のある方だと感じております。ワ

森本康文君・川崎 博君・谷口英樹君・告坂和紀君

クチン接種が進み、新型コロナ感染終息の兆しが少し

興梠一喜君・林田公治君・

見えていますが、例会や各事業の開催等不安定なクラ

玉田会長、今村副会長、馬場幹事、新執行部の皆さま

ブ運営が予想されます。そういった状況下を、うまく

頑張ってください。

リードしていただける方だと信じております。今年度

○河津延雄君・北口

誠君・三角雄介君

会長方針に、「ロータリーの原点である会員同士のさ

玉田会長、今村副会長、馬場幹事、頑張ってください！

らなる親睦と相互扶助、会員のためになる」活動とあ

期待しています。そして林田スマイル委員長、楽しい

ります。新型コロナ感染拡大防止の観点から、昨年度

スマイルを期待しています。

は例会、各事業、懇親会にいたるまで、なかなかお互

○網川

久君

いの顔を合わせて親睦を深める機会を残念ながら失

親睦活動委員長になりました、網川です。1 年間よろ

ってしまいました。今年度も状況によっては同様の状

しくお願いします。

態になることも十分あります。一部の会員企業様に置

○松茂信吾君

かれては、事業転換など本業に集中されておられる方

弊社「ダイケン」はラインの代理店をしております。

もいらっしゃると思います。様々な制約はあるものの、

目標受注件数を達成しました。とても達成感がありま

逆転の発想で、新しい親睦や奉仕活動の形を模索し、

す。喜びのスマイルです。

皆様のロータリーライフが進化（深化）いただけるよ

○沼野修一君

う、玉田会長、今村副会長ともども熊本南ロータリー

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
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クラブの発展に尽力したいと思います。

皆様、ご迷惑をお掛けすることも多々あるかと思い

かれている事業経営者が数多くおられます。

ますが、何卒温かい目でご指導、ご鞭撻のほど、宜し

ロータリークラブ会員の中にもこのコロナで苦しい

くお願い申し上げます。

状況の会員もおられることと思います。仲間同士が会
って親睦を深めることで大森ガバナーが言われてい

○副会長（今村浩昭君）

るような何かしらパワーが生まれるのではないでし

2021 年～2022 年、
『玉田・馬場年度』の副会長を仰

ょうか。今年は会員基盤が親睦であることを再認識し

せつかりました、今村浩昭です。ロータリー歴 13 年、

たいと思います。

職業分類は不動産賃貸業です。

今年度は会長方針に掲げましたようにロータリー

玉田会長には、4 年前会長の時に幹事としてお支え

の原点である会員同士のさらなる親睦と相互扶助に

頂きました。馬場幹事には、姉妹クラブ委員長として

役立ち、会員のためになるような熊本南ロータリーク

ご活躍いただきました。新型コロナが世界で猛威を振

ラブを目指したいと思います。まずは例会の会長報告

るい、台湾有事、世界恐慌、自然災害なども騒がれ、

でロータリアンの皆様に何かしらほんの少しでも経

厳しい状況が予想される昨今です。ロータリー活動や

営のお手伝いが出来るような税理士として得た情報

経済活動等が予定通りに進まない状況は続いていま

があれば短い時間ですが提供出来ればと思います。内

す。逆境の時こそ、強い気持ちを持って。雨が降った

部卓話者を増やして会員の仕事を理解することによ

ら傘をさして。

り相互扶助に役立つことはないか。外部卓話者の場合、

一年間、玉田会長の補佐に努めさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

前年度はコロナ禍で日程変更などご迷惑をおかけし
ました。今年度はコロナが多少は落ち着いてくるかも
しれませんが、プログラム委員長と連携して早めの対

○会長（玉田光識君）

応をしていきたいと思います。
今年度 RI 会長のシェカール・メータ氏は 2022 年 7
月 1 日までにロータリーの会員を 130 万人に増やすこ
とを目標にして、各ロータリアンが新会員を一人入会
してもらうようお願いをされています。我が熊本南ロ
ータリークラブもロータリアンに相応しいと思う方

2021～2022 年度熊本南ロータリークラブ第 64 年代

を皆様が１人探していただければと思います。各委員

会長をお引き受けした玉田光識です。64 年という長い

会名簿の最初は会員維持増強委員会です。三瀬委員長

歴史の重みを感じ、会長としてこの伝統を守れるよう

をはじめ副委員長、各委員どうぞよろしくお願いいた

今村副会長、馬場幹事、園田、網川両副幹事のご協力

します。

を頂き１年間鋭意努力して参ります。私は 2011 年 6

昨年度はまさにコロナ禍で親睦活動は大きな制約

月に久峨、後藤会員の推薦を頂き当クラブに入会いた

を受けましたので、今年度こそはロータリーの原点で

しました。今年で入会 10 年経ち、この７月から 11 年

ある親睦活動が大いに出来きるよう祈りたいと思い

目に入りました。職業分類は税理士です。

ます。

さて、RI 会長のシェカール・メータ氏は今年度テー

今年度奉仕プロジェクトとりわけ国際奉仕委員会

マを「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

はやはりコロナの影響で大きく影響して残念ながら

と掲げておられます。また、今年度地区ガバナー大森

あまり活動が出来ませんが、他の職業奉仕、社会奉仕、

克磨氏は地区スローガンとして「ロータリーのパワー

青少年奉仕の各委員会と連携していただければと思

は親睦が生みだす！あらゆる場面を親睦の機会に～

います。いずれにしても、馬場幹事と共に各委員長と

話しかけよう～」と掲げられました。大森ガバナーは

コロナ禍とは言え常に連絡を密に取り、それぞれの委

ロータリーにとって、最も大切な会員基盤は親睦であ

員会運営の充実を図りたいと思っております。

る。つまり仲間同士の親交（親睦）が何らかのパワー

最後に今年度地区ガバナーの大森様のガバナー挨

を生みだし、そのパワーが奉仕に向けられたのがロー

拶の言葉を引用いたします。「ロータリーの活動の基

タリーだと主張されています。私も全く同感です。こ

盤は親睦です。楽しいクラブには活気が生まれ、その

のコロナ禍で例会を中心とする親睦の場が奪われて

パワーが奉仕活動を推進するパワーです。応募が殺到

しまいました。やはり人はマスクなしで顔を見て会話

するようなロータリーを目指しましょう。」会員の皆

をすることで様々な活動が生まれます。さらに時には

様お一人お一人のご指導、ご協力を仰ぎながら楽しい

仲間と食事しお酒を酌み交わしながら親睦を深め友

ロータリーを目指し 1 年間活動してまいります。どう

情が育ちます。このコロナ禍で非常に厳しい状況に置

ぞよろしくお願い申し上げます。
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