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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

5/6    第7回日台親善会議＠福岡 

5/7       会長ノミニー研修セミナー＠オンライン 

5/13-14  2021-22地区大会＠大分 

 

 

 

 

 
令和４年（2022）年４月１８日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

松永信弘様（合志市技監） 

谷 里美様（こうし未来研究所） 

渡辺 茂君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！  

会長代理報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日は玉田会長がお休みのため、代理報

告させていただきます。 

以前、堀川 G.E.に教えて頂いたことについて。 

1.人や他との比較にこだわらないこと。 

判断する基本として、人や他を羨ましく見たり、見栄を張った

りしないように。自分たちのできることをコツコツと、自助努

力のすすめ。 

2.奉仕の機会を提供して行きましょう。 

ロータリーとライオンズの違い・・・自分たちが奉仕すること

はもちろん、多くの人に奉仕の機会を提供していく。個人の願

望は自己満足、奉仕の喜びを味わうチャンスを与えていく、と

いう視点。 

色々教えて頂いている筈ですが、少し思い出しましたので。 

 以上、会長代理報告です。 
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4/11（月）定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.渡辺 茂様・土田健嗣様の入会について 

⇒承認されました。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより「2022年規定審

議会についての報告」が届いております。  

2.熊本南 RAC より「献血活動協力の御礼」が届いており

ます。 

3.熊本 RC より「例会再開のお知らせ」が届いておりま

す。 

4.姫路南 RC より3月週報が届いております。 

5.例会終了後、熊日俱楽部にて「2022-23歴代会長会」

を開催いたします。歴代会長及び関係各位はご参加を

お願いいたします。 

6.肥後大津 RC より、4/15（金）創立50周年記念式典に

て感謝状と金一封（目録）をいただいております。 

7.オハイエくまもとより、社会奉仕委員会 IM・見学会参

加の御礼が届いております。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～オンライン開催に変更 

[日  程] 4月 25日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月 26日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月 26日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月 26日（火）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月 28日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月 28日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月 6日（金）12：30～ 

○中央 RC～地区大会に日程変更 

[変更前] 5月 13日（金）18：30～ 

[変更後] 5月 13日（金）～14日（土） 

[場  所] 地区大会 

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 5月 20日（金）12：30～ 

[変更後] 5月 20日（金）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

 

■ポール・ハリス・フェロー表彰 

□堀川貴史君（4回目） 

  

 

 

 

 

 

 

 

■新入会員自己紹介 1回目（渡辺 茂君） 

 

 

 

 

 

 

 

 氏名：渡辺 茂（わたなべ しげる）君 

生年月日：1960年年6月19日 

出身：福岡県 

勤務先：西部ガス熊本株式会社 

推薦者：玉田光識君・馬場大介君 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（中嶋亜志火君） 

   

 

 

 

 

P.7～8 母子の健康月間 男性の育児 

 男性の育児参加を促す取り組みが紹介されています。

宮崎南 RC 岡﨑氏が経営する㈱岡﨑組では、業務改善

活動やペーパーレス化に取り組み生産性を向上させ、

時間的な余裕を図り、社員が休暇を取得しやすい環境

を作ったと語っています。本庄 RC 有山氏が顧問を勤

めるケイアイスター不動産㈱では、ワークライフバラ

ンスセミナーを定期的に開催し、産休・育休制度や休

暇明けのキャリアプランの考え方を説明し、制度利用

に関する不安の解消に努め、4 年で育休取得率 5％か

ら 21％に増加させたようです。 

 母子の健康にとって男性の育児参加が必要との目線

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６０名 ３９名 ６６．１０％ 

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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の記事ですが、男性の 4 人に 1 人、女性の 6 人に 1 人

が生涯未婚である時代（男性がモテない時代）に、育

児休暇を取得しやすい環境にある男性は結婚相手と

して、モテる効果があるのではないかと想像しました。 

P.10 育児・介護休業法の改正 

今月 1日より改正された育児・介護休業法の解説です。

育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申

し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措

置の義務付けについては事業主をしては重要な項目

となります。 

縦書き P.18 当クラブ原 裕一会員の記事 

コロナ禍の中、新たに見つけた趣味、バイクについて

語られています。免許を持たないままバイクを注文し、

納車の前にヘルメット、ウエアを揃えるという、行き

当たりばったり感は男心をくすぐります。家族に内緒

というところがまた滑稽です。共感される方も多くい

らっしゃるのではないでしょうか。コロナ禍の中、多

くの方がいろいろな趣味に目覚められたと思います。

そう考えるとこの 2 年間は、趣味を見つめ直す貴重な

時期だったのだと、後々振り返ることになるかもしれ

ませんね。 

 

■ご案内（坂本研一君・漆島典和君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。当クラブ漆島典和会員が禰宜

であります代継宮にて、5 月 4 日（水・祝）「第 10 回 

曲水の宴」が 3 年ぶりに開催されますのでご案内申し

上げます。また、第 10 回を記念して 5 月 8 日(日)「記

念寄席」も開催されます。是非多数のご参加をお待ち

しております。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君 

 本日の卓話者、松永信弘様、谷 里美様に感謝いたし

ます。何度もスケジュールの調整をしていただきありがとう

ございました。本日は卓話楽しみにしております。また、渡

辺 茂君の入会を心より歓迎いたします。 

○德永隆正君・永井富士雄君・河津延雄君・興梠一喜君 

 谷口英樹君・大津英敬君・林田公治君 

 西部ガス熊本 渡辺 茂様の入会を歓迎いたします。

また、本日の卓話者 松永信弘様、谷 里美様のご来

訪を歓迎いたします。 

 

○川崎 博君 

 西部ガス熊本 渡辺 茂社長の入会を歓迎いたします。 

○渡辺 茂君 

 今日、正式に入会させていただきます。これからよろ

しくお願いいたします。 

○堀川貴史君 Ⅲ 

 4 月 16 日（土）長女の結婚披露宴が行われました。2

度延期となって今回行うことができ、ホッといたしま

した。孫もすでに 8 ヵ月になります。感謝してスマイ

ルいたします。 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君 

 先週の土曜日、肥後大津 RC 創立 50 周年チャリティコ

ンペに参加いたしました。スコアはお察しください。

その日、堀川ガバナーエレクトのお嬢様がご結婚させ

たと伺いました。大変おめでとうございます。前日も

悲しさのあまりベロベロになるまで飲んだそうです。

ガバナーになり酒を飲む機会も増えるので量はほど

ほどにしてください。 

○漆島典和君 

 本日は河津会員の取り計らいで急遽 TKU「かたらんね」

にて第 10回曲水の宴の告知をさせていただきました。

感謝してスマイルいたします。 

○森本康文君 

 今日、長男が防衛大学校へ正式に入校しました。今後

世界情勢が不安定になっていく中でしっかりと国を

守ってくれる存在になってほしいです。長男がいなく

なり暇になったので妻と出かけたら後藤さんに目撃

されました。火のない所に煙は立ちますので、皆さん

お気を付けください。 

○玉田光識君・網川 久君 

 皆さまには大変ご心配ご迷惑をおかけしました。先週

10 日間の禊が無事終わりまして社会復帰を果たしま

した。2 回目がないよう気を付けます。これからもお

世話になります！ 

 

◆2022-23（次年度）米山奨学生カウンセラー委嘱 

 カウンセラー：園田修司君 

 奨学生：丛 羽荃（ソウ ウセン） 

 出身国：中国 

 学校名：崇城大学 
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●外部卓話（松茂信吾君） 

 「合志市について」 

松永信弘様 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

5/2（月） 定款に基づき休会 

5/9（月） 外部卓話 入部祥子様（オハイエくまもと） 

5/16（月）調整中 

5/23（月）調整中 

5/30（月）新入会員卓話 加藤和文君 

 

■4/15（金）肥後大津 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会 

＠エアポートホテル熊本 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


