
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 新入会員卓話 西原口香織君 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 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１２月１２日 
斉唱 国家 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 

ございません 

 

本日の卓話 矢野嘉宏君の「新入会員卓話」より 

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は矢野嘉宏君の新入会員卓

話です。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて、先週 12 月 5 日に行われた総会では、次期会長及び次々

期会長、会長ノミニーデグジネートまでが皆様のご協力により

無事決定しました。心より感謝申し上げます。すんなりと三代

先の会長が決定するのは、改めて熊本南 RC の層の厚さを感じま

した。そして今年は 3 年ぶりの年忘れ家族会が開催されました。

今回は沢山の奥様方やお子さん、お孫さんにご参加頂き大変盛

り上がりました。久々に会う子供達は誰か確認しないとわから

ないほど成長しており、自分が年を取るのも改めて感じました。

今回の家族会の流れは、松茂親睦活動委員長にお願いして、皆

様とお話する時間を沢山設けて頂きました。 
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その甲斐あって皆さんと楽しい会話を出来ました。来年

の丸山年度には更に沢山のご家族に参加して頂ける事

を期待します。参加者は総勢 76 名でしたので、次年度

は 100 名を目標にお願いします。 

 以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（告坂和紀君） 

1.RI 第2720地区 2022-23年度地区大会のご案内が届い

ております。詳細は後日改めてご案内いたします。 

2.RI 第2720地区 膳所和彦ガバナーエレクトより、

2023-24年度地区委員委嘱状が届いております。 

（井上雅文会員・喜讀宣友会員・大津英敬会員） 

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 

○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～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12 月 21 日（水）18：30～ 

[場  所] れすとらんボナペティ 

○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 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（月）12：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（月）18：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（火）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（火）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 28 日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 28 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 29 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 29 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（金）12：30～ 

○熊本 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（金）12：30～ 

○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 2 日（月）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 3 日（火）12：30～ 

○西 RC～新春合同例会に振替のため日程変更 

[変更前] 1 月 3 日（火）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

○東南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 4 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○北 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 5 日（木）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西南 RC～新春合同例会に振替のため日程変更 

[変更前] 1 月 5 日（木）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

○熊本 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西稜 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（月）18：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

 

 

 

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４３名 ６７．１９％ 

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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○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（月）18：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 10 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 6 日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 10 日（火）12：30～ 

○西南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 1 月 12 日（木）12：30～ 

[変更後] 1 月 13 日（金）18：30～ 

○西南 RC～オンライン例会に変更 

[日  程] 1 月 26 日（木）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（火）12：30～ 

 

定例理事会報告（北口 誠君） 

1.1/26（木）新年会について 

⇒事業計画書の内容にて開催が承認されました。 

2.事務局員の賞与について 

⇒支給することが承認されました。 

 

2023-24 年度地区委員委嘱伝達式（北口 誠君） 

◆地区クラブ管理運営委員会委員（喜讀宣友君） 

◆地区ローターアクト委員会委員（井上雅文君） 

  

委員会報告 

●親睦活動委員会（松茂信吾君・際田赳久君） 

  [誕生祝]             [結婚祝] 

三角雄介君    12.7    藤木正幸君    12.2 

福田崇九君  12.8    土田健嗣君    12.7 

井上雄一朗君  12.11    

渕田俊郎君    12.22    

告坂和紀君    12.23    

 吉永彰一君  12.25 

親睦活動委員会より御礼とお知らせです。先週12/5

（月）「年忘れ家族会」には多数の会員及びご家族の

方にご参加いただきありがとうございました。おかげ

さまで無事終了いたしました。また、来年1月26日（木）

ですが、恒例の新年会を松葉様で開催予定です。後日

改めてご案内いたします。こちらもぜひ多数のご参加

をお待ちしております。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

まず、P.5、RI 会長メッセージ「世界的疾病との戦

いと希望」より、ザンビアのマラリアの事例が紹介さ

入れています。P.7～15、今月の月間テーマ 疾病予防

と治療月間より、P.8「私の健康めし」、P.10「私の元

気めし」、P.12「私のゲン担ぎめし」の記事です。P.13

には九州の食材の鍋が取り上げられています。P.14

「ピンピンコロリは食事から」は私にとってとても大

事なことが書かれています。まず、日々の健康のため

に毎日の食事を大切にしていただくことが重要との

ことです。P.15「イマドキの食の新常識！？」では、

栄養ドリンク剤は値段ではなく、フルスルチアミンの

量で選ぶこと、また、午前中に飲むほうがよい。スポ

ーツドリンクは汗をかいていない時は飲まないほう

がよい、Na の量が多いので高血圧を招く。納豆は加熱

しない、含まれる栄養素のナットウキナーゼは熱に弱

い。野菜を最初に食べて血糖値の上昇を抑制するが、

大事なのは野菜を食べて少し間を置くこと。食後のコ

ーヒーはよい、レギュラーのブラックがお薦め。「朝

のフルーツは金、昼は銀、夜は銅」と言われるように

朝が一番良いようです。P.16～17「ポリオ根絶訴え、

自転車で日本縦断」の記事です。P.21、ノーベル賞を

受賞されたロータリアンのお名前が出ています。15名

いらっしゃいます。P.29「Food For Thought」の記事

より、おはぎとぼた餅はどう違うか？分類としては同

じで時期によって名称が変わり、春のお彼岸は「ぼた

餅」、秋は「おはぎ」。その時期に咲く牡丹と萩に由来

しているそうです。 

縦書き P.4～8「コロナ禍ワンヘルス」より、日本医

師会名誉会長 横倉義武氏の講演要旨です。コロナウ

ィルスのことがよく分かります。動物からの感染であ

ること、さらに今後の対処の仕方や取り組み方が書か

れています。P.9～12、浦和中 RC 尾崎 康会員の記事。

歌手の尾崎 豊さんの実兄だそうです。この記事も楽

しいです。P.13、中津 RC 松本逸文会員の私の一冊。 
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P.17,俳壇に日田 RC 梅野啓子会員、八代北 RC 清水明

美会員の句、P.20、丸亀 RC 横田龍男会員の“ロータ

リーを一言で説明すると”の記事、「ロータリーは人

を作る、学校のようなところ」会費は授業料となり、

授業＝例会は休まず出席せよ、と述べられています。

P.21、八代南 RC 前田満洋会員の「うちの子」写真、

P.24、阿蘇 RC の記事、P.25、熊本中央 RC の記事です。 

 

●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 

先週の年忘れ家族会は多数のご参加ありがとうござ

いました。松茂親睦活動委員長はじめ、委員会の皆さ

まお世話になりました。また、本日の卓話者 矢野嘉

宏会員に感謝いたします。隣にいて緊張されているの

が伝わってきます。よろしくお願いします。 

○野口泰則君・齊藤直信君・德永隆正君 

 師走の風が吹き抜けています。今年も 1 年無事過ぎま

すように。本日の卓話者 矢野嘉宏会員のお話楽しみ

にしています。  

○永井富士雄君 

 高宮 宏会員の快気祝いをお慶び申し上げます。また、

新入会員卓話の矢野嘉宏会員に心から感謝します。 

○河津延雄君・園田修司君・森本康文君・松茂信吾君 

 三好正太君・内田泰生君・井上雅文君 

 本日の卓話者 矢野嘉宏会員に心から感謝いたします。

卓話楽しみにしています。頑張ってください。 

○田嶋明彦君・土田健嗣君・福田崇九君・際田赳久君 

 園村誠也君 

 矢野嘉宏さんの新入会員卓話を楽しみにしています。

カールスモーキー石井に負けないくらいの期待感で

いっぱいです！ 

○加藤和文君 Ⅱ 

 先週火曜日に会社としても個人としてもとっても

Happy な出来事がありました。多くの方々に応援いた

だけていることを心からありがたいと感じています。

感謝のスマイルです。また、矢野嘉宏会員の卓話を楽

しみにしています。 

○高宮 宏君 

 皆さま健康が第一ですね。2 週連続でお休みしました。

コロナではありませんでした。精進努力します。 

○漆島典和君 

本日の卓話 矢野嘉宏会員のお話が楽しみで眠れませ

んでした！が、本日は所用のため早退します。お詫び

のスマイルです。 

 

 

 

●会員卓話（網川 久君） 

 「新入会員卓話」        矢野嘉宏君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


