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 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/6  2023 年熊本市域 RC 新春合同例会 

＠ANA クラウンプラザホテル熊本ニュ

ースカイ 

1/26 新年会＠松葉 

 

 

 
令和４年（2022）年１１月２８日 
斉唱 国家 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 

 

本日の卓話 坂本仲俊君の「新入会員卓話」より  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。前回の例会では皆様にサプライズゲス

トとして野間さんに来て頂き、卓話をして頂きました。久しぶ

りに皆様にお会いできてとても喜んでおられました。また、お

仕事をリタイアされた後は熊本に戻って来るとも仰っておられ

ました。その時は再び熊本南 RC に入れて頂きたいとも仰ってお

られました。そしてくれぐれも皆様に宜しくお伝え下さいとの

事でした。また一つ楽しみが増えた気持ちです。 

さて、今日の例会で 11 月最後の例会になります。今後の予定

についてですが、12 月の第一例会は年忘れ家族会になります。

久々にご家族をお誘いしておりますので、皆様にお会いして大

いに盛り上がってまいりましょう。毎回の事ではありますが、

子供達や奥様方に楽しんで頂くのが一番の目的なので、会員の

皆様はゲストをもてなす事を考えてお酒は控えめにお願いしま

す。松茂親睦活動委員長にはご苦労お掛けしますが宜しくお願

い致します。 

 

 

 

第１８回例会記録（通算第 2909 回）  

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

い致します。その後は 12 日と 19 日の通常例会で今年は

終わりとなります。 

年明けの 6 日には熊本市域 RC 新春合同例会がありま

す。この例会は当クラブの来年一回目 1 月 16 日例会を

振り替えとし、16 日は休会になりますのでご注意くださ

い。それに伴って会員卓話の変更が多少発生しますが、

何卒ご了承お願いいたします。私の段取りが悪く、西川

プログラム委員長、会員の皆様にご迷惑おかけし大変申

し訳ありません。 

また、当クラブの新年会が 1 月 26 日木曜日に松葉さ

んで開催予定です。皆様お間違えのないようにお願い致

します。 

 以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

1.菊池 RC より「創立50周年記念誌」が届いております。 

2.次回（12/5）例会は「年次総会・年忘れ家族会」（17：

30～年次総会、18：00～年忘れ家族会）に変更いたし

ます。通常時間（12：30～13：30）はございません。

ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 6 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 6 日（火）11：00～ 

[場  所] 晩白柚狩り 

○りんどう RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 8 日（木）19：30～ 

[変更後] 12 月 8 日（木）13：00～ 

[場  所] 木山神社 

○城東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 12 日（月）12：30～ 

[変更後] 12 月 12 日（月）18：30～ 

○北 RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 12 月 15 日（木）18：30～ 

[変更後] 12 月 15 日（木）12：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 20 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 20 日（火）18：00～ 

 

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 20 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 20 日（火）18：00～ 

[場  所] 神園山荘 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 21 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（水）18：30～ 

○北 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 22 日（木）12：30～ 

[変更後] 12 月 22 日（木）18：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 22 日（木）13：00～ 

[変更後] 12 月 22 日（木）19：30～ 

[場  所] 勝太郎 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 29 日（木）13：00～ 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（松茂信吾君） 

  

  

 

 

 

皆さま、こんにちは。来週12月5日（月）「年次総会・

年忘れ家族会」には、多数の会員の皆さま、ご家族の

皆さまに参加申込をいただいております。心より感謝

申し上げます。当日は新型コロナウィルス感染症予防

対策を行い開催いたしますが、皆さまにもご協力をよ

ろしくお願いいたします。また、新年会を2023年1月

26日（木）松葉さんにて開催予定です。詳細が決定し

ましたら改めてご案内いたします。 

 

●スマイルボックス（井上雅文君） 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川 久君 

告坂和紀君・丸山浩之君 

本日の卓話者 坂本仲俊君に感謝します。資料の作り

こみ大変だったと思います。隣にいて緊張が伝わって

きます。卓話楽しみにしています。よろしくお願いし

ます。 

○河津延雄君・漆島典和君・德永隆正君・西川尚希君 

 森本康文君・谷口英樹君・興梠一喜君・渡辺 茂君 

 松茂信吾君・井上雅文君・内田泰生君 

 本日の卓話者 坂本仲俊さんに心から感謝いたします。

お話とても楽しみにしています。頑張ってください。 

 

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４９名 ７６．５６％ 

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） 
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○土田健嗣君・西原口香織君・矢野嘉宏君・田嶋明彦君 

 福田崇九君・際田赳久君 

 新入会員一同より、本日の卓話者 坂本仲俊会員のお

話心から楽しみにしております。 

○加藤和文君 

 損保ジャパン加藤です。先週はうちの先々代支店長 

野間和子さんが卓話をさせていただいたと聞きまし

た。私は所用で欠席でしたが、愛してやまない熊本南

RC の卓話をきっと喜んでいたと思います。野間さんに

なり代わりましてお礼のスマイルです。また、今日は

坂本仲俊さんの卓話を楽しみにしています。 

○内田泰生君 

 不本意ながら欠席が続きましたのでお詫びのスマイ

ルです。 

○塚本 侃君 

 今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 

 

●会員卓話（網川 久君） 

 「新入会員卓話」        坂本仲俊君 
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■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「専門性を生かす：アショカ」 

  

 

 

 

 

ロータリーとアショカとのパートナーシップは、アシ

ョカの社会起業家のビジョンとロータリー会員が持

つ地元での専門知識を結び付け、問題を解決し、リー

ダーを育成し、社会変革をもたらすイノベーションを

促進するものです。アショカのグローバルパートナー

シップ管理ディレクターであるティム・シュー氏は、

このようなパートナーシップが今こそ必要とされて

いると話します。人びとは、新型コロナの世界的流行

がもたらす長期的な影響を見極めようとしています

が、その間にも世界は急速に変化しています。「ここ

で重要な問いは、人びとが変化の影響を受ける側では

なく、変化の担い手となれるようにどのように支援で

きるかということです」とシュー氏。「ロータリーと

アショカは、優れた発想力を加速させ、より迅速に方

針を導入するためのロールモデル、専門性、ネットワ

ークを持ち合わせています」アショカは、世界中の課

題にソリューションをもたらす 4,000人以上の起業家

を支援しています。アショカの目標は、近隣地域、職

場、家族といったコミュニティの中で、誰もが変化を

もたらせるようにエンパワメントしていくことです。

ロータリーとアショカのパートナーシップは、ロータ

リー会員、アショカのスタッフ、社会起業家の間にお

ける協力の機会を推進します。シュー氏は、アショカ

フェローと、世界中の地域社会に根差して活動するロ

ータリー会員の活力とインスピレーションを組み合

わせることに大きな可能性を見出しています。「ロー

タリーは、行動を起こす人たちが集まる場所であり、

アショカは誰もが変革者となる世界をビジョンとし

て掲げています。これは素晴らしい相乗効果をもたら

すはずです。アショカとロータリーのネットワークを

合わせればどんなことができるか想像してください」

とシュー氏は話します。 

ロータリークラブはアショカに連絡を取り、ロータリ

ー会員がより大きな社会的インパクトをもたらす方

法について、アショカフェローに卓話を依頼すること

ができます。アショカフェローは、ロータリー会員の

奉仕プロジェクトにおける焦点や価値についてアド

バイスを提供できます。さらに、世界中でロータリー

会員が実施するグローバル補助金や地区補助金のプ

ロジェクトにも力を貸してくれるでしょう。「アショ

カフェローの活動範囲は広範囲にわたります」とシュ

ー氏。「地雷除去、子どもの権利、森林再生などさま

ざまです。クラブがある特定のテーマに関心がある場

合、クラブの近隣で活動しているアショカフェローと

パートナーシップを組んで、地域社会の最も緊要なニ

ーズに革新的なソリューションをもたらすができる

でしょう」例えば、事業や職場での意思決定による環

境的・社会的インパクトについて検討しているロータ

リー会員は、「ビジネス戦略と社会的インパクトが交

わる」新しいビジネスモデルをアショカフェローと一

緒に創り出すことができると、シュー氏は話します。

ロータリーとのパートナーシップのほか、アショカは

世界中の主要機関と、現代の社会問題について協力し

てきました。これには、子どもが共感の心を学ぶこと、

若者に変革者となる方法を教えること、地域社会での

ヘルスケアへのアクセス向上などが含まれます。ほか

のプロジェクトでは、グローバルな人口動態の変化が

高齢化にどのように影響するかなど、人とテクノロジ

ーの関係に焦点を当てています。このような変革によ

って人びとの目的意識が深まり、より意義あるプロジ

ェクトを実施し、さまざまな組織がもたらす好ましい

インパクトを増やすことができます。これは、企業や

ロータリーのような組織の存続において必要不可欠

です。シュー氏は、「ロータリー行動計画における主

要な要素の一つは、あらゆるレベルで適応力を高める

ことであると、私たちは理解しています。私たちのフ

ェローは、長期的な視点から変化をとらえています。

協力することで、アショカフェローの活動を広げ、ロ

ータリーのノウハウとボランティア精神を生かしな

がら、変化を生み出す文化と持続可能な変革を生み出

すことができます」と話します。 


