今週も新入会員のご紹介。土田健嗣君の入会を歓迎します！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２１回例会記録（通算第 2883 回）
令和４年（2022）年４月２５日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「それでこそロータリー」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
ございません

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 21 回例会です。私が先月
末に新型コロナウィルスに感染してしまいましたが、療養中は熱
や倦怠感もなく、いわゆる無症状でした。ただ、会員の皆さまへ
大変ご迷惑をおかけしました。また、ご心配もしていただきあり
がとうございました。肥後大津 RC でも感染者が出たとの報告があ
りました。まだまだ感染者は減りませんので、皆さんも十分に気

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 入部祥子様（オハイエくまもと）

を付けてください。
先週 22 日には桜はありませんでしたが新緑の花見の会が德永会
員のお店で開催され、お店も密にならないような感染対策を十分
にしていただきました。当日は御船町長の藤木会員も久しぶりに
参加されました。皆さんとの親睦が図られたのではないでしょう

今月・来月の行事
5/13-14 2021-22 地区大会＠大分
5/15
2021-22 会員増強・維持セミナー＠大分
5/27-29 2021-22 RYLA セミナー＠天草

か。
本日の卓話は新入会員卓話で内田泰生会員です。よろしくお願
いいたします。

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

さて、本日は会社の生命保険のひと言です。中小企業

○グリーン RC～定款に基づき休会

の社長は銀行借入の保証人になっておられますね。社長

[日

程] 5 月 30 日（月）18：30～

に万一があるとどうなるか。社長は会社で一番優秀な営

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

業マンです。社長がいなくなると会社の業績は悪化する

[日

程] 5 月 31 日（火）12：30～

可能性があります。また、資金繰りにも窮します。下手
すりゃ倒産なんてこともあるかもしれません。社長に万

■新入会員自己紹介 1回目（土田健嗣君）

一のことがあれば後に残るは、銀行借入と連帯保証。借
入金の返済、社長の奥さんや子供に行きます。それを防
ぐには生命保険が必要です。借入金返済額くらいの保険
に入りましょう。借入金を生命保険で返済できるように
しましょう。これで社長の家族と従業員、取引先を守れ
ます。

氏名：土田健嗣（つちだ

以上、会長報告です。

けんじ）君

生年月日：1968年年3月1日
出身：東京都

出席報告（原

勤務先：第一生命保険株式会社熊本支社

裕一君）

推薦者：河津延雄君・丸山浩之君
会員数

出席数

出席率

６１名

３９名

６３．９３％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

■新入会員自己紹介 2回目（渡辺

茂君）

欠席記録免除者 1 名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（馬場大介君）

皆さま、こんにちは。私は福岡市生まれ、糸島育ち

1.本日19：00より（食事18：30～）、ホテル日航熊本 阿

です。今でこそ糸島は人気の地区ですが、私がいた頃

蘇にて「第4回クラブ協議会（現・新合同）」を開催

は何もない田舎町でした。当時糸島は剣道が盛んで、

します。委員長及び関係各位はよろしくお願いいたし

私も小学から中学まで剣道をしていました。ただ、野

ます。

球も好きで、高校では野球がしたいと思っていたので

2.来週（5/2）例会は「定款に基づき休会」です。次回

すが、入った高校には残念ながら野球部がなく、諦め

は5/9（月）予定です。ご注意ください。

きれず大学でやっと野球ができました。根っからの体
育会系ですが、今後はもう少し趣味を増やし、色々楽

例会変更のお知らせ

しめたらと思っています。よろしくお願いいたします。

○西南 RC～昼例会に時間変更
[変更前] 5 月 12 日（木）18：30～

委員会報告

[変更後] 5 月 12 日（木）12：30～

●親睦活動委員会（三好正太君）

○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

○05 福祉 RC～地区大会に日程変更
[変更前] 5 月 17 日（火）12：30～

皆さま、こんにちは。先週22日開催の花見の会には

[変更後] 5 月 13 日（金）～14 日（土）
[場

多数のご参加をありがとうございました。また、ご参

所] 地区大会

加の皆さま、会場の德永隆正会員には新型コロナウィ

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更

ルス感染対策にご協力いただき、心より感謝申し上げ

[変更前] 5 月 20 日（金）12：30～

ます。

[変更後] 5 月 20 日（金）18：30～
[場

所] 城見櫓
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◆2022-23（次年度）米山奨学生カウンセラー委嘱

○谷口英樹君

カウンセラー：雑賀庸泰君

昨日、第 2720 地区の部門別協議会が無事終了いたし

奨学生：丛 羽荃（ソウ

ました。堀川ガバナーエレクト、大変お疲れさまでし

ウセン）

出身国：中国

た。また、関係の副幹事の皆さまもお疲れさまでした。

学校名：崇城大学

ようやく大きなイベントが終わりホッとしています。
本日入会の土田健嗣様を歓迎いたします。また、卓話
の内田泰生会員、楽しみにしております。
○三好正太君
昨日、地区部門別会議が終了いたしました。副幹事の
皆さん、お疲れさまでした。次年度 堀川ガバナー年
度よろしくお願いします。また、本日の卓話を楽しみ
にしております。内田泰生会員よろしくお願いします。
○德永隆正君

Ⅴ

●スマイルボックス（林田公治君）

花見の会には多くの方にご来店いただきありがとう

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君

ございました。

網川

久君

○永井富士雄君

先日の花見の会は德永会員をはじめ、ご参加の皆さま

先週開催の花見の会には快気祝いと重なり参加でき

ありがとうございました。コロナ禍においてお酒を酌

ませんでした。お詫びのスマイルです。

み交わすことができ大変うれしかったです。本日はも
う一つうれしいことがあります。土田健嗣さんの入会

●会員卓話（網川

です。これからよろしくお願いします。また、本日は
内田泰生会員の卓話を本当に本当に楽しみにしてい

内田泰生君

ます。
○渕田俊郎君・沼野修一君・川崎

博君・大津英敬君

濵﨑剛自君
新入会員の土田健嗣さんを心から歓迎いたします。ま
た、内田泰生会員の卓話楽しみにしています。
○齊藤直信君・久峨章義君・河津延雄君・松茂信吾君
林田公治君
先日の花見の会は皆さまお疲れさまでした。すごく楽
しい企画でした。新入会員の土田健嗣さんを歓迎いた
します。また、内田泰生会員のユーモアあふれる卓話
を楽しみにしています。
○漆島典和君・丸山浩之君・雑賀庸泰君
本日の卓話者 内田泰生会員に心から感謝します。昨
夜は心配で眠れませんでした。
○後藤

久君）

「揚重力」

博君

内田泰生会員の卓話に感謝のスマイルです。
○土田健嗣君
本日から熊本南ロータリークラブに入会させていた
だきます。何卒よろしくお願いいたします。
○坂本研一君
花見の会で同席だった内田泰生会員と仲良くなった
と思いましたが、本日は残念ながら早退のためせっか
くの卓話をお聞きできません。卓話頑張ってください。
嫌いにならないでください。
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■4/22（金）花見の会＠とくなが中の瀬本店

【例会予定】
5/16（月）外部卓話 平良俊司様（熊本中央警察署長）
5/23（月）新入会員卓話 渡辺 茂君
5/30（月）新入会員卓話 加藤和文君
6/6（月） 外部卓話 松下涼太様
（熊本県サッカー協会事務局長）
6/13（月）新入会員卓話 野田和宏君
6/20（月）常任委員長退任挨拶
6/27（月）会長・副会長・幹事退任挨拶
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