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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

2/14   第3回クラブ協議会 

2/19    地区チーム研修セミナー＠熊本城ホール 

3/12-13   会長エレクト研修セミナー＠熊本城ホール 

 

 

 
令和４年（2022）年１月１７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 

小野友道様（熊本 RC/ NPO 法人くまもと漱石

文化振興会） 

 

1 月 17 日（月）今年 1回目の例会開催です。本年もよろしくお願いします！  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は第 17 回例会です。そして今年最初

のホーム例会となります。 

本日の卓話は外部卓話として熊本ロータリークラブ会員で熊本

県ロータリー奨学会 理事長の小野友道先生です。どうぞよろしく

お願いします。 

1 月 7 日は熊本市域 RC 新春合同例会があり、我が熊本南ロータ

リークラブからも 40 名を超える参加がありました。全クラブ合計

で 370 名超の参加でした。また、11 日は新年会＆新入会員歓迎会

を「松葉」にて開催し 44 名の参加があり、オミクロン株が拡大し

つつある中でしたが、大いに盛り上がり楽しい時間を過ごすこと

ができました。 

さて、2017 年度までその年最初の卓話は「会長年頭所感」があ

っておりました。本日は後ほど短いですが年頭所感を述べます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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会長年頭所感（玉田光識君） 

2020 年初頭から始まった新型コロナウィルスは、今年

に入ってからオミクロン株として感染力が拡大してお

り、先週から昨年とは比較にならない勢いで全国的猛威

を振るっておることは皆様ご承知の通りです。このコロ

ナ禍で我が熊本南ロータリークラブも活動が大きな制

約を受け十分な活動が出来ませんでした。 

8 月、青少年奉仕委員会の水球大会、9 月のガバナー公

式訪問、10 月の社会奉仕委員会の米軍音楽隊コンサート、

12 月の親睦活動委員会の年忘れ家族会（忘年会は開催し

ました）、これらの行事は全て中止となりました。9 月は

協賛ですが、ライオンズ・JC の「一人親家庭支援物資給

付事業」は開催されました。 

このような状況下に松茂プログラム委員長は外部の

卓話者の選出等に尽力して頂き、コロナ状況で延期など

何かとご苦労をかけました。 

嬉しいことでは、今年度 7 月に内田泰生君、11 月に野

田和宏君とういう若い 30 代の方が我が熊本南ロータリ

ークラブに入会して頂きました。今期の RI 会長テーマ

に「1 人の会員が 1 人を入会させてください」とありま

す。残りの半期を会員増強に皆様のご協力をお願いしま

す。70 名の壁を破れればと思います。やはり会員数が多

いほど色々な意味で力になると思います。 

今年度半期もこのオミクロン株で活動が制約される

の間違いないでしょう。通常であれば各委員会で各事業

について IM を開き、クラブ協議会に提出して協議し、

そこに新入会員も IM に参加してクラブの活動状況など

を知ることになるのですが、それも難しいのかもしれま

せん。 

例会が開催される場合は多くの皆様に出席して頂き、

例会時に会員同士の親睦を大いに深めていただきたい

と思います。3 月の花見の会、6 月の年祝いの会は是非

とも開催したいですね。 

今年度第 2720地区 大森ガバナーには今年度中に公式

訪問をして頂ければと思っております。大森ガバナーも

その希望をされているとのことです。そして 2022～2023

年度は我がクラブの堀川貴史会員が第 2720 地区ガバナ

ーになられます。2015～2016 年度の野田三郎ガバナー以

来となります。これからの半期は次年度堀川ガバナー年

度の準備期間となりますので、我々会員一丸となって支

援していきたいと思います。 

残り半期も私の拙い経営ワンポイントのお話も皆様

のほんの少しでもお役にたてる話題を探して参ります。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ３８名 ６０．３２％ 

出席規定適用免除者 2 名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.大分臨海 RC より「創立50周年記念講演及び記念式典・

祝賀会」のご案内が届いております。（後日改めてご

案内します） 

2.RI 第 2720地区  堀川貴史ガバナーエレクトより

「2022-23年度 地区委員委嘱状」が届いております。 

3.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

位はご参加をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（月）18：30～ 

 

定例理事会報告（玉田光識君） 

1.今後の例会開催について 

⇒現在の開催判断基準に併せ、「急激な感染者増となっ

た場合、執行部判断で取り止めとする」ことが承認さ

れました。 

 

◆2022-23年度 地区委員委嘱伝達式 

◇後藤 博君（地区表彰委員会 委員長） 

  

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（興梠一喜君） 

  

 

 

 

 

 [誕生祝]          [結婚祝]           

網川 久君  1.10      堀川貴史君   1.23 

加藤和文君  1.22      加藤和文君  1.11 

喜讀宣友君  1.25 
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 [結婚祝]  

 

 

 

 

 

 

 

[誕生祝] 

 

●雑誌委員会（中嶋亜志火君） 

  

 

 

 

 

横書き P.7～11、職業奉仕月間「コロナ禍における

私の職業奉仕」新潟南 RC 渡辺氏の記事。大学・専門

学校を運営されている立場からの寄稿です。コロナ禍

における学校運営が紹介されていますが、学生の精神

的な悩みや金銭的な悩みへの対処法については、感動

しました。教育現場がいかに過大なストレスの中で、

コロナ対策を徹底しているかを知ることができます。

自社でもまだ取り組むことがあるのではないかと考

えさせられます。 

縦書き P.4「CSR/SDGｓの時代に考える職業奉仕」大

阪学院大学経済学部教授 森田健司氏の講演要旨が紹

介されています。冒頭、CSR（企業の社会的責任）や

SDGｓ（持続可能な開発目標）は、経営学上は利益追

求が達成された後に目指すべきものと位置づけられ

ていると説明しています。確かに、経営理念や道徳的

な目標は、企業の利益があってこそ成り立つものであ

るとの考え方は一理ありますし、経営者ではなく現場

で仕事に従事している社員の立場からすると、計画上

の利益を達成することが最優先であることは否めま

せん。しかし、森田氏は江戸時代の思想「家則」「家

訓」を紹介して、利益追求以上に道徳の重要性を説い

ております。「家」は商店、企業を意味しております

ので、現代でいう経営理念、社訓に当たるものです。

それらの「家則」「家訓」が共通して述べていること

は「平和」についての思いです。世の中が戦で乱れて

いては、商品の販売、流通がおぼつかなくなり、貨幣

が通用しなくなります。そうなれば、商売だけではな

く国そのものの基盤が崩れます。仕事に取り組むうえ

で大切な視点をもつ機会となりました。 

P.21「ロータリーアットワーク」熊本中央 RC が熊本

県ソフトテニス連盟に対し、新型コロナ対策用にサー

モカメラを寄贈したとの記事が紹介されています。

P.27、熊本菊南 RC が熊本の子供たちの夢を実現する

目的で立ち上げた「ドリーム・サポーターズ熊本」の

活動記事が紹介されています。熊本出身の国際線パイ

ロット 増田寛氏がアメリカ・シカゴからライブで講

演をされ、チャット機能を使って中学生から質問を受

ける機会もあったようです。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

   

 

 

 

 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君・北口 誠君 

 皆さま、明けましておめでとうございます。本年初の

卓話は熊本 RC の小野友道様にお願いしております。

夏目漱石のお話楽しみにしております。コロナウィル

スがすごい勢いで拡がっています。皆さまお体に気を

つけてください。今日の例会が今年最初で最後になら

ないようコロナに打ち勝っていきましょう！ 

○渕田俊郎君・河津延雄君・藤山直秀君・松茂信吾君 

 小野友道先生のご来訪を歓迎します。益々のご活躍を

祈念いたします。 

○漆島典和君・坂本研一君・網川 久君・三瀬広海君 

 本日の卓話者 小野友道様に心から感謝します。私事

ですが、曲水の宴の歌人としてお世話になりました。 

○沼野修一君 

 本日の卓話者 小野友道様に心から感謝します。卓話

楽しみにしております。 

○德永隆正君・高宮 宏君・久峨章義君・永井富士雄君  

 林田公治君 

 先週の新年会＆新入会員歓迎会お疲れさまでした。楽

しかったです。親睦活動委員会の皆さま大変お疲れさ

までした。 

○谷口英樹君 

 本日の卓話者 小野友道様に心から感謝します。来週

から休会になりそうですのでスマイルしておきます。 
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○田中裕司君 

 明けましておめでとうございます。先週月曜日、オミ

クロン株が猛威を振るうなか、新国立競技場で行われ

たサッカー決勝戦 熊本代表 大津高校を観てきまし

た。ご存じのとおり青森山田があまりに強すぎて完敗

でしたが、熊本初の準優勝素晴らしかったです。オリ

ンピックで行く予定だった新国立競技場にも行けて

よかったです。東京に行く時から風邪気味でしたが、

PCR 検査は陰性でしたのでご報告しておきます。 

 

●外部卓話（松茂信吾君） 

 「NPO 法人くまもと漱石文化振興会とは？」 

小野友道様（熊本 RC/ NPO法人くまもと漱石

文化振興会） 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「予防接種に関する国際ロータリーとロータリー財

団の見解表明」 

ロータリーは、子どもたちへの一斉予防接種を通じて

「ポリオのない世界」を実現するというビジョンを初

めて描いた団体として、予防接種をするという決断は

人道的に必要不可欠であると考えています。国際ロー

タリー理事会とロータリー財団管理委員会は、次のこ

とを信じています。 

1.全世界における予防接種こそが、新型コロナウィル

スの世界的流行を終息させるための方法です。私た

ちは、会員を含め、すべての人に対して予防接種を

強く奨励します。 

2.誤情報が新型コロナウィルスとの闘いを妨げてい

ます。私たちは、科学に基づく情報を会員に提供す

ることに力を注いでいます。 

3.ロータリーは、すべての人がワクチンに公平にアク

セスできるよう取り組んでいます。私たちは、GAVI

ワクチンアライアンスとの共同の取り組みを通じ

て、ポリオ根絶活動における前線での活動を生かし、

ワクチン配布を促進しています。 

4.ロータリーは、救命医療を提供している各地の医療

従事者に敬意を表します。私たちは、各クラブが地

元でこれらの英雄を称え、勇気と意欲を与えること

を奨励します。 

5.ロータリーでは、新型コロナウィルス感染症の予防

とワクチン接種を支援する取り組みを倍増させる

よう、ロータリークラブとローターアクトクラブに

奨励しています。 

6.現代医学の最大の進歩の一つであるワクチンは、安

全で効果があり、毎年数百万人もの命を救っていま

す。ポリオ、天然痘、はしか、エボラ出血熱といっ

た数々の疾病の根絶や抑制においてワクチンが役

割を果たしており、現在、予防接種を通じて新型コ

ロナウィルスの世界的流行を終わらせる機会が訪

れています。 

7.ポリオの根絶は、今もロータリーの最優先目標です。

私たちは、ポリオとの闘いで学んだことを新型コロ

ナウィルス対応に生かすために貢献できます。 

  


