国際ロータリー第 3523 地区の皆さま、ようこそいらっしゃいました！

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１６回例会記録（通算第 2907 回）
令和４年（2022）年１１月１４日
斉唱 台湾国歌
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
桝永健夫様
（株式会社パーソナル・マネジメント）
陳茂仁様（RID3523 南德社）
陳曜芳様（RID3523 健康社）
黃培輝様（RID3523 龍門社）
楊奕蘭様（RID3523 政愛社）
曾國峰様（RID3523 南港社）
陳誌鴻様（RID3523 健康社）
謝秀美様（RID3523 南波社）
藍翊豪様（RID3523 南波社）
鄭捷之様（RID3523 龍穎社）
歐元韻様（RID3523 南山社）
黃治富様（RID3523 南山社）
大森克磨様（大分キャピタル RC）
作守順子様（宇土 RC）
盧麗娜様（熊本中央 RC）

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 野間和子様
（SOMPO クレジット株式会社 代表取締役社長）
今月・来月の行事
11/23 地区新会員オリエンテーション＠ZOOM
12/5 年次総会・年忘れ家族会＠ホテル日航熊本

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。本日は台湾 3523 地区より地区ガバナー
をはじめ、沢山のお客様がお見えになっております。来熊を心
より歓迎致します。本日は夜の懇親会も予定しておりますので、
限られた時間ではありますがゆっくりと熊本を楽しんで頂けた
らと思います。

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

台湾 3523 地区の皆様の今回の来熊の目的は、日本 2720

定例理事会報告（北口

地区と友好を結びたいとのご意向とお聞きしています。

1.台湾地震お見舞い金について

これは地区でお話を進める案件であると思いますので、

誠君）

（9/26臨時理事会承認500,000円の支出について）

今回は当クラブの例会を楽しんで頂けたらと思います。

⇒今回は見送ることが承認されました。

皆様もご存じのとおり、
台湾と日本の RC の関係は古く、

2.2023年熊本市域 RC 新春合同例会について

当クラブは台北大同扶輪社と姉妹クラブを締結してい

⇒1/16（月）例会を振替とすることが承認されました。

ます。コロナ前までは毎年交換留学事業の実施や、様々
な部分で関係を深めてまいりました。また、個々の会員

RI 第3523地区ご紹介・記念品贈呈・バナー交換

がプライベートでも親睦を深めています。今後も台湾と
日本の関係をさらに深めて親睦を進めていきたいと感
じています。本日お越しの台湾 3523 地区の皆様、今後
とも宜しくお願い致します。
また、本日の卓話は株式会社パーソナル・マネジメン
ト 代表取締役 桝永健夫様です。お話を楽しみにしてお
ります。後ほどよろしくお願いいたします。
以上、会長報告です。

出席報告（中嶋亜志火君）
会員数

出席数

出席率

６５名

４０名

６４．５２％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（三角雄介君）
1.熊本南 RAC より、11月第1例会報が届いております。
2.姫路南 RC より、10月週報が届いております。
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 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（火）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（火）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 24 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 24 日（木）13：00～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 25 日（金）12：30～

○東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 29 日（火）12：30～
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台湾の皆さまにも伝わればよいなと思っています。短い
滞在期間ではございますが、思い出に残る時間を過ごせ
ることを願いまして歓迎の挨拶といたします。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
委員会報告
ございません
●スマイルボックス（桑原幸雄君）

RI 第3523地区ガバナー挨拶（黃培輝（PH）様/龍門社）
○盧麗娜様（熊本中央 RC）Ⅱ
皆さま、こんにちは。大変お世話になっております。
今日と明日お邪魔します。よろしくお願いいたします。
○北口

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

久君

丸山浩之君
北口会長、堀川ガバナー、熊本南 RC の皆さま、こん

本日は RI 第 3523 地区より黃培輝（PH）ガバナーはじ

にちは。本日は歓迎いただき心より感謝申し上げます。

め、11 名の皆さまのご来訪を心より歓迎いたします。

先ほど台湾と日本の国歌を聴き大変感動しておりまし

短い時間ですが当クラブ例会をお楽しみください。ま

た。台湾と日本は以前より良き隣人の関係ですが、特に

た、大森克磨 PG、宇土 RC 作守順子様、熊本中央 RC 盧

2021年日本から多くの AG ワクチンを寄付していただき

麗娜様、卓話者の株式会社パーソナル・マネジメント

ました。誠にありがとうございました。

代表取締役 桝永健夫様を心より歓迎いたします。
○堀川貴史君・渕田俊郎君・後藤

このたび、当3523地区と2720地区は姉妹地区の締結を

博君・河津延雄君

いたしました。また、TSMC（台湾積体電路製造）の工場

倉嵜保広君・原

がここ熊本に建設中です。来年は多くの台湾人が来るこ

福田崇九君・際田赳久君・園村誠也君

とになるかと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

本日ご来訪の台湾第 3523 地区の皆さま、
大森克磨 PG、

す。堀川ガバナーにおかれましては、来年1月に台湾を

宇土 RC 作守順子様、熊本中央 RC 盧麗娜様を心より

訪問されると伺いました。その際はぜひ皆さまもお越し

歓迎いたします。
○川崎

ください。今後も活発な交流ができることを願っており

裕一君・加藤和文君・田嶋明彦君

博君

ロアッソ熊本、残念でした。しかし、ひょっとしたら

ます。本日はありがとうございます。

というワクワク感を与えてくれました。こういう経験
を繰り返して上に上がっていくのでしょう。1 年間お

RI 第2720地区 堀川貴史ガバナー挨拶

疲れさまでした。
○坂本幸樹君

Ⅱ

本日の卓話者 桝永健夫様に心から感謝いたします。
卓話を楽しみにしていたのに、まさかの出張で欠席で
す。お詫びのスマイルです。
台湾第3523地区黃培輝（PH）ガバナーはじめ、台湾よ
☆本日は「全員スマイル」のご協力ありがとうございま

りお越しの皆さま、こんにちは。ようこそいらっしゃい

した。

ました！また、本日は当クラブ全会員と私個人にもたく
さんのプレゼントをいただき心より感謝申し上げます。
私からはささやかではございますが、折鶴デザインのロ
ータリーバッジを差し上げました。ご存じのとおり、今
世界中が様々な緊張状態にありますが、我々日本人は平
和への願いや思いを込めて折鶴を折ります。この思いが
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●外部卓話（西川尚希君）
「熊本における人材確保と社員定着のヒント」
桝永健夫様（株式会社パーソナル・マネジメント）

【例会予定】
11/28（月） 新入会員卓話 坂本仲俊君
12/5（月）

年次総会・年忘れ家族会

12/12（月） 新入会員卓話 矢野嘉宏君
12/19（月） 調整中
12/26（月） 定款に基づき休会
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