本日の卓話 堀川貴史会員「ロータリーはつながりで溢れている」より
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１8 回例会記録（通算第 2880 回）
令和４年（2022）年３月２８日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「われらの生業」

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。大変お久しぶりです。いつの間にか桜が咲き始め

来訪者紹介
ございません

ましたね。本日は今年度第 18 回例会です。本日は会員卓話として、ガバ
ナーエレクトの堀川貴史会員に卓話をお願いしております。
さて、本日は 3 月 14 日開催の定例理事会にて決定した議案のお話をい
たします。
第１に例会開催基準の見直しです。一昨年初頭からの新型コロナウィル
ス感染拡大により、あらゆる社会活動、経済活動等々が大きな制約を受け

今日の例会

てしまいました。ロータリー活動においても例会が通常通りに開催されな

1 今日の歌

い状況が 2 年以上続いております。現在の例会開催基準では感染者数が熊

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 ガバナーアドレス（大森克磨ガバナー）

本市において１日当たり 10 人 1 週間で 70 名を超える場合は開催しており
ません。この開催基準をそのまま継続していたならば永遠に開催できない
のではないかと思われます。このコロナとの付き合いはこれからも簡単に

今月・来月の行事
4/11
4/15
4/25

花見の会＠とくなが中の瀬店
肥後大津RC 創立50 周年記念式典・祝賀会
第4 回クラブ協議会（現・新合同）

は終わらないと誰もが感じていることだと思います。今回、理事会におい
てこの例会開催基準を大幅に見直しすることが承認されました。尚、この
例会開催基準はイベント開催にも準用いたします。以下、承認事項です。

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

1.今年度例会及びイベント開催基準について

○平成 RC～合同例会のため日程変更

●開催基準条件

[変更前] 4 月 6 日（水）12：30～

1）下記の事態の場合は例会及びイベントを取り止めとし、そ

[変更後] 4 月 14 日（木）18：30～

れ以外の場合は例会を開催する。

○西 RC～合同例会のため日程変更

①熊本県リスクレベル４

[変更前] 4 月 12 日（火）12：30～

②緊急事態宣言期間

[変更後] 4 月 14 日（木）18：30～

③まん延防止等重点措置期間

○05 福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

2） 開催判断基準日は現行とおり前々週金曜日とする。ただし、

[変更前] 4 月 12 日（火）12：30～

従来の「例会開催日直近 1 週間の熊本市における感染者数

[変更後] 4 月 12 日（火）6：30～

の合計が 70 名を超えた場合は取り止めとする」状況で判断

[場

することなく、判断日当日の感染者数等の状況で決定する。

○中央 RC～合同例会のため日程変更

3）急激な感染状況が大きく変動した場合は執行部にて開催の

所] 県民総合運動公園

[変更前] 4 月 15 日（金）12：30～

有無を判断する。

[変更後] 4 月 14 日（木）18：30～

4）やむを得ずキャンセル料が発生する場合は負担する。

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

5）この基準は今年度限りとする。

[変更前] 4 月 20 日（水）12：30～

●出席について

[変更後] 4 月 20 日（水）18：30～

通常通りの会場出席とします。食事も通常通り提供します。

[場

所] 城見櫓

●受付時・開催時

○西 RC～定款に基づき休会

・手指消毒・検温の実施（入り口での検温及び自己判断）

[日

・マスクなしでの会話は禁止

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

・出席のサイン記入は各自持参した筆記具を使用する（出来れ

[日

ば同じペンを使用しないようご協力をお願いします）

程] 4 月 26 日（火）12：30～
程] 4 月 26 日（火）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会

その他決議事項です。

[日

程] 4 月 28 日（木）12：30～

2.大森克磨ガバナー公式訪問例会について
⇒4 月 4 日（月）例会を大森克磨ガバナー公式訪問例会とする

幹事報告（馬場大介君）

ことが承認されました。

1.RI 第2720地区 大森ガバナーより「ウクライナでの人道的危

3.肥後大津 RC 創立 50 周年記念式典及び祝賀会について

機への対応について」届いております。

⇒「全員登録」が承認されました。（登録料については本日の

2.熊本城東 RC より「2022年熊本市域 RC 新春合同例会 会計報

臨時理事会の議題につき、来週の例会時にご報告）
4.新田義正会員・木下貴夫会員・木村

告書」が届いております。

崇会員の退会について

3.菊池 RC より「創立50周年記念式典について変更のお知らせ」

（異動による）⇒承認されました。

が届いております。

5.花見の会について

4.姫路南 RC より2月週報が届いております。

⇒4/11（月）18：30「とくなが」開催が承認されました。

5.来週（4/4）例会は「大森克磨ガバナー公式訪問例会」です。

以上、会長報告です。

詳細は後ほどご案内いたします。
6.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位はご

例会変更のお知らせ

参加をお願いいたします。

○城東 RC～親睦会のため時間変更

7.堀川ガバナーエレクトより「2022-23年度地区役員委嘱状」

[変更前] 4 月 4 日（月）12：30～

が届いております。

[変更後] 4 月 4 日（月）18：30～
○城東 RC～オンライン開催に変更
[日

出席報告（原

程] 4 月 4 日（月）18：30～

○東 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 4 月 5 日（火）12：30～
[変更後] 4 月 5 日（火）18：30～
[場

所] 松屋本館

裕一君）

会員数

出席数

６１名

４２名

出席規定適用免除者

○平成 RC～合同例会のため日程変更

名誉会員

[変更前] 4 月 6 日（水）12：30～
[変更後] 4 月 14 日（木）18：30～

2

2名

出席率
７０．００％
欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）

3/28（月）臨時理事会報告（玉田光識君）

3月

[誕生祝］

［結婚祝］

1.肥後大津 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会登録料について

今村浩昭君

3.4

永井富士雄君

3.2

⇒クラブ負担とすることが承認されました。

漆島典和君

3.9

丸山浩之君

3.2

2.2021-22 年度 R 寿崎奨学会寄付について

後藤 博君

3.14

高宮 宏君

3.6

⇒クラブ負担とすることが承認されました。

桑原幸雄君

3.15

藤山直秀君

3.9

3.柴本幸生会員の退会について⇒承認されました。

寿崎 肇君

3.16

濵﨑剛自君

3.17

古財良一君

3.26

◆2022-23年度 地区委員委嘱伝達式

園田修司君

3.27

◇星野誠之君（地区財務委員会 委員長）

川崎

3.27

博君

◇古財良一君（RYLA 委員会 委員）

4/11（月）花見の会をとくなが中の瀬店にて18：30より開催
いたします。多数のご参加をよろしくお願いいたします。
■ポール・ハリス・フェロー表彰
□玉田光識君・古財良一君（1回目）

●IAC 委員会（古財良一君）
3月26日（土）開催されました「IA 委員長連絡協議会」に ZOOM
参加いたしましたのでご報告申し上げます。
●社会奉仕委員会（古財良一君）
4月10日（日）14時より「社会奉仕委員会委員会 IM 及びオハイエ
くまもと見学会」を開催いたします。関係各位はご参加をよろしく

退会挨拶（木下貴夫君・柴本幸生君）

お願いいたします。
●RAC 委員会（森本康文君）
熊本南 RAC よりご案内しました「献血のお願い」には会員18
名、最終的に合計で110名の方にご協力いただきました。多
数のご協力ありがとうございました。

異動に伴い3月末にて退会されます、木下貴夫会員・柴本幸生
会員よりご挨拶がございました。

●雑誌委員会（中嶋亜志火君）
P.7～8「水と衛生月間 ロータリーで育て地域に返す」 福島

委員会報告

RC 阿久津氏が地元の水質保全活動を紹介しています。東北

●親睦活動委員会（網川 久君・松茂信吾君）
2月 ［誕生祝］
山本

地方の一級河川26河川のうち地元阿武隈川が国交省よりワ

［結婚祝］

ースト１位との発表があったのが2001年。2003年にあぶくま

円君

2.1

塚本 侃君

2.7

清流協議会を立ち上げ、植樹、稚魚放流、各種講演会・シン

森本康文君

2.3

星野誠之君

2.10

ポジウムを企画し、活動を重ねられた結果、2010年には水質

高宮 宏君

2.10

興梠一喜君

2.11

が改善。並行して2006年から猪苗代湖の水質改善活動も行い、

塚本 侃君

2.17

網川 久君

2.11

2015年には地元 NPO 法人に活動をバトンタッチしています。

近森栄太郎君

2.26

中嶋亜志火君

2.14

「ロータリーが育てた地域の活動は、独り立ちできるように

澤田貴宏君

2.28

なれば地域に返す」という言葉に、ロータリーのボランティ
ア精神の原点を見たような気がして、考えさせられるととも
に、行動することの大切さを感じさせられます。
P.17「ジェニファー・ジョーンズ会長エレクト」
インタビュー記事です。ロータリー初の女性会長。ラジオ・
テレビ番組の制作、ライブ番組の制作を専門とするメディア

3

会社の社長兼 CEO。メディア出身を強みにロータリーの知名

○新田義正君

Ⅹ

度を世界的に上げるというのが、まずは目標に掲げているこ

実は 12 月に結婚いたしました！また、2 月に辞令が出て 4

とです。会長テーマ「イマジンロータリー」。ジョーンズ氏

年間慣れ親しんだ熊本を離れ名古屋に戻ることとなりまし

は我々に大きな夢を抱き、行動を起こすことを求めています。

た。お礼と、皆さまの今後ますますのご健勝を祈念しスマイ

強みと弱みを教えてくださいと問われていますが、弱みの回

ルいたします。健康第一！

答が個人的には感銘を受けました。「弱みですか？バランス

○堀川貴史君

感覚ですね。自分を大切にすること。バランスのとれた食事

卓話の時間にガバナーアドレスの練習をさせていただきま

をとって、運動をして、家族や友人と一緒に時を過ごすこと。

す。色々なご意見をお伺いできれば幸いです。よろしくお願

そういったことをおろそかにしてしまう傾向があります」身

いいたします。

近な人を大切にし、喜ばせるため、なにかをあきらめるとい

○谷口英樹君

うバランス感覚が必要だと気付きがあります。

まん防もようやく明けました。中心市街地活性化に向け、商
工会議所や中心商店街様と「マチナカ×R ミュージアム」を

◆RI 第2720地区 RYLA 委員会報告（三角雄介君）

アーケード等で催しております。緑化フェア期間中、街の賑

すでにご案内しておりますとおり、5/27（金）～5/29（日）「ロータ

わいが戻るようスマホ・タブレットで水族館やくまモンのパ

リー青少年指導者養成プログラム（RYLA）セミナー」が開催され

レード等視聴体験ができますのでご家族で楽しんでいただ

ます。対象は18歳～30歳程度となります。是非多数のご参加を

けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

○興梠一喜君

Ⅲ

皆さま、お久しぶりです。お会いできてうれしいです。木下
●スマイルボックス（林田公治君）

貴夫さん、柴本幸生さん、ご栄転おめでとうございます。木

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君

村

網川

久君

崇さんもご栄転とのこと。お世話になりありがとうござ

いました。4 月からもよろしくお願いします。また、本日は

本日は久しぶりの例会です。皆さまの元気なお顔を拝見でき

所用のため早退いたします。

たことに感謝してスマイルします。今年度残りはレベル4、

○沼野修一君

緊急事態宣言、まん防以外は例会開催いたしますのでよろし

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

くお願いします。本日の卓話は堀川ガバナーエレクトのお話
です。来年度の予習をしっかりさせていただきます。
○塚本

●会員卓話（園田修司君）

侃君

「ロータリーはつながりで溢れている」

久しぶりに例会が開催されましたのでスマイルします。

堀川貴史君

○德永隆正君・久峨章義君・齊藤直信君・野口泰則君
後藤

博君・河津延雄君・永井富士雄君・沼野修一君

大津英敬君・坂本幸樹君・西川尚希君・森本康文君
中嶋亜志火君・松茂信吾君・林田公治君
お久しぶりです。吉本先輩がお亡くなりになりました。哀悼
の意を表します。また、異動になられた皆さま、新しい地で
のご活躍を祈念いたします。
○木下貴夫君

Ⅹ

4/1 付で熊本を離れることになりました。3 年前、伝統ある
熊本南 RC に入会させていただき、皆さまとの出会いが私の
宝物です。お世話になりました。皆さまの今後ますますのご
活躍を祈念いたします。
○柴本幸生君

Ⅱ

4 月より東京勤務となりました。皆さまには 3 年半大変お世
話になりました。大学時代を過ごした熊本には元々特別な思
いがありましたが、今回の熊本勤務でもっと大好きになりま
した。皆さまの今後ますますのご活躍を祈念いたします。ま
た、本日は所用のため途中退席いたします。本当にありがと
うございました。

4

