医療法人桜十字 那須一欽様の卓話「新たなるモデルへの挑戦 メディメッセ桜十字」より

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１５回例会記録（通算第 2906 回）
令和４年（2022）年１１月７日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」

会長報告（北口
来訪者紹介
那須一欽様（医療法人桜十字 経営企画部長
兼メディメッセ事業部長）
ソウ・ウゼン君（米山奨学生）

誠君）

皆さま、こんにちは。本日のご来訪者は医療法人桜十字 経営
企画部長兼メディメッセ事業部長 那須一欽様と米山奨学生 ソ
ウ・ウゼンさんです。那須一欽様には卓話をお願いしております。
後ほどよろしくお願いいたします。

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 桝永健夫様
（株式会社パーソナル・マネジメント）

さて、先日の理事会で決定した、台湾地震のお見舞金支出に
ついてですが、受け渡し方法等を協議し、今月今村会員が訪台
するとの事で、今村会員にお預けし台北大同扶輪社様にお渡し
すると決定していました。事前に決定事項を塚本先生から KC さ
んにお伝えしていただいたところ、そもそも今回の地震の被害
は大きくなかった、お見舞金を頂いてもお渡しする先がない、

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

等の理由で丁寧にお断りさせて頂きますとの回答でした。恐ら
く日本の TV でも紹介されたので、それなりの大きな被害は出て
いると思われますが、それでも無理やり持って行っても変な気
を遣わせてしまうだろうと言う事で、今回はお見舞い金のお渡
しするのを断念し
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しは断念しようかと、塚本先生と私の間では話が決まり

委員会報告

ました。KC さんをはじめ、台北大同扶輪社の皆様が逆に

●RAC 委員会（井上雅文君）

気を遣われ、我々に迷惑を掛けるのではないかとのお気
持ちが伝わったような気がしました。
また、喜ばしいご報告がございます。令和 4 年秋の叙
勲にて当クラブ 德永隆正会員が旭日双光章を受章され
ました。功労概要は生活衛生功労とういことです。おめ
でとうございます。今後も末永く沢山の方々においしい

皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご報告です。

お食事を提供してください。

11/5（土）
「RI 第 2720 地区ローターアクト 第 38 回

以上、会長報告です。

年次大会」が大分にて開催され、熊本南 RAC 長谷川司
会員、堀川貴史ガバナーと私の3名で参加いたしまし
た。全体では100名ほどが参加、テーマは「一 はじめ

出席報告（中嶋亜志火君）

〜Growth〜」、メインプログラムでは5～6名のグルー

会員数

出席数

出席率

６５名

４２名

６５．６３％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

プでのディスカッション及び発表と、基調講演があり
ました。その後の懇親会ではローターアクトメンバー
とロータリアンの交流が活発に行われ、大盛況の大会
でした。また、次年度地区ローターアクト年次大会の

欠席記録免除者 1 名

ホストクラブに熊本南 RAC が承認されました。熊本南

０名（会員数には含まれません）

RAC より改めてご案内とご協力のお願いがあるかと思
います。よろしくお願いいたします。

幹事報告（三角雄介君）
ございません

●親睦活動委員会（松茂信吾君・田嶋明彦君）

例会変更のお知らせ
○東 RC～合同例会のため時間変更
[変更前] 11 月 15 日（火）12：30～
[変更後] 11 月 15 日（火）19：00～
[場

所] 松屋本館

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より12/5（月）

○北 RC～合同例会のため日程変更

「年忘れ家族会」開催のご案内です。すでにご案内は

[変更前] 11 月 17 日（木）18：30～

しておりますが、会員及びご家族、熊本南 RAC メンバ

[変更後] 11 月 14 日（月）18：30～

ー、米山奨学生、寿崎奨学生と是非多数の方にご参加

[場

いただければと思います。よろしくお願いいたします。

所] ホテルキャッスル

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（火）12：30～

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

山本博史君

11.3

渕田俊郎君

11.10

[日

河津延雄君

11.20

程] 11 月 22 日（火）12：30～

玉田光識君

11.15

○西南 RC～定款に基づき休会

北口

誠君

11.15

[日

程] 11 月 24 日（木）12：30～

馬場大介君

11.15

○りんどう RC～定款に基づき休会

坂本幸樹君

11.22

[日

近森栄太郎君

11.22

野田和宏君

11.22

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～

[ 結婚祝 ]
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●スマイルボックス（大津英敬君）
○北口

○土田健嗣君

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

久君

熊本城マラソンの抽選で外れた方などいらっしゃい

告坂和紀君・丸山浩之君

ましたら 10 日までにご一報ください。スポンサー枠

本日ご来訪の医療桜十字 那須一欽様と米山奨学生

13 あるそうです。申込人数が多いと抽選ですが、一緒

ソウ・ウゼンさんを心から歓迎いたします。那須様に

に走りまスマイルです！

は新しくできた南熊本のメディメッセ桜十字のお話

○川崎

等していただけるのではないかと大変楽しみにして

博君

ロアッソ熊本、J1 昇格の願いを込めてスマイルします。

おります。本日はよろしくお願いいたします。また、

○西原口香織君

秋の叙勲で、德永隆正会員が旭日双光章を受章されま

本日は卓話のお時間を頂戴していたにもかかわらず、

した。熊本南 RC メンバーの名誉ある章の受章は大変

急な所用が入り出席が叶わなくなりました。医療法人

誇らしいです。德永会員おめでとうございます！

桜十字の那須様におかれましては、急な卓話日程変更

○永井富士雄君・古財良一君・井上雅文君・西川尚希君

をお願いすることになり申し訳なく存じます。どうぞ

森本康文君・興梠一喜君・松茂信吾君・三好正太君

よろしくお願いいたします。お詫びと感謝のスマイル

野田和宏君・大津英敬君

です。

本日の卓話者 医療桜十字の那須様に心から感謝しま
す。年齢的に何かと健康の話題が多くなってきた昨今

●外部卓話（西川尚希君）

です。予防法など教えていただけるとありがたいです。
○久峨章義君・齊藤直信君・後藤

博君・林田公治君

那須一欽様（医療法人桜十字）

德永さん、旭日双光章の受章おめでとうございます。
○喜讀宣友君
本日の卓話者 那須様を歓迎いたします。毎年健診で
お世話になっております。また、ご来訪者の米山奨学
生 ソウ・ウゼンさんを歓迎いたします。残念ながら
所用にて早退しますので、お詫びと併せてのスマイル
です。
○渡辺

茂君

本日の卓話者の那須一欽様、会社がすぐ近くです。今
後ともよろしくお願いいたします。
○園田修司君
米山奨学生 ソウ・ウゼンさんのご来訪を歓迎すると
ともに、早退のお詫びスマイルをさせていただきます。
○德永隆正君

「新たなモデルへの挑戦 メディメッセ桜十字」

Ⅹ

秋の叙勲が 11 月 3 日に発表され、旭日双光章を受章
することになりました。明日より上京し、厚生省での
伝達式に出席します。以前、藍綬褒章を受章した際に
豊明殿で天皇陛下に拝謁しましたが、今回はコロナの
ため皇居での拝謁は中止になります。残念です。
○渕田俊郎君
先月初めについ過信して階段を踏み外し、ふくらはぎ
肉離れでギブス生活を経験しました。おかげさまでよ
うやく復帰できました。またよろしくお願いいたしま
す。
○堀川貴史君
来週の例会に台湾 3523 地区より 11 名の方が来訪され
ます。地区ガバナー、、ガバナーエレクト、パストガ
バナー他、当 2720 地区との交流が目的です。熊本南
RC の皆さまには大変お世話になります。よろしくお願
いいたします。
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【例会予定】
11/21（月） 外部卓話

調整中

11/28（月） 新入会員卓話 坂本仲俊君
■11/5（土）地区 RA 第 38 回年次大会＠大分
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