
［ 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 外部卓話 松永信弘様（合志市技監） 

 

 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 

［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

4/22 花見の会＠とくなが中の瀬店 

4/24 第9回全国IA研究会＠ZOOM 

4/25 第4回クラブ協議会（現・新合同） 

 

 

 

 
令和４年（2022）年４月４日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

渡辺 茂様（西部ガス熊本株式会社） 

大森克磨様 

（RI第 2720 地区ガバナー） 

毛利浩一様 

（RI第 2720 地区熊本第 4Gガバナー補佐） 

作守順子様（宇土 RC） 

 

4月 4日（月）RI第 2720地区大森克磨ガバナー公式訪問例会＠ホテル日航熊本より 

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度 19 回目の例会です。そして

本日は大分キャピタルロータリークラブ所属の今年度国際ロータ

リー第 2720 地区 大森克磨ガバナーにお越しいただきました。本

日は誠にありがとうございます。卓話の時間はガバナーアドレス

をお願いいたします。また、毛利浩一ガバナー補佐、宇土 RC 作守

順子様にもお越しいただいています。ありがとうございます。 

さて、本日の会長報告です。「相続のことなんですが・・・」と

先月までの確定申告時期にしかお会いできないお客様から色々な

悩みがあるようでした。ほとんどのお客様は「所得税対策＝税金

対策」と考えています。よく考えてみましょう。 

相続で肝心なことは何でしょうか？「スムーズな財産承継」みん

ながハッピーになる相続対策が必要かと思います。今の時代は家

族の価値観が昔とは大きく違いますね。財産の有無、大小や税金

だけじゃありません。一番の相続対策は①争続（ソウゾク）対策

ではないでしょうか。相続人が「もめない」ためには？ご両親が 
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お元気な時や子供の時は仲良かった兄弟が大人になり

結婚してそれぞれに配偶者がつくと争うことが出てく

ることがなんとなくあります。お父さんが元気なうちに

ご自身の思いを遺言書に残して子供たちに話をするこ

とが大事ではないかと思います。 

②納税資金対策 どうやって税金を払うか！ 

③節税対策 どうやって減らすか？ 

なんと言っても順番は「争続対策」が一番ですね。これ

が不発だと、後は全く効果がないです。次に税金の払い

方、節税は最後でいいですよ。 

 以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.米山梅吉記念館より「館報 Vol.39」が届いております。  

2.例会終了後、集合写真撮影を行います。そのままお待

ちください。 

 

例会変更のお知らせ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4 月 20 日（水）12：30～ 

[変更後] 4 月 20 日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○西 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～ 

 

大森克磨ガバナーへバナー贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

■ポール・ハリス・フェロー表彰 

□渕田俊郎君（4回目） 

  

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（澤田貴宏君） 

   ［結婚祝］           ［誕生祝］ 

園田修司君  4.1        内田泰生君  4.2 

喜讀宣友君  4.19       山口 競君   4.5           

井上雅文君  4.23       興梠一喜君  4.13   

谷口英樹君  4.23       林田公治君  4.27 

漆島典和君  4.28             

告坂和紀君  4.28                  

    河津延雄君  4.30 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

◆2022-23（次年度）報告（北口 誠君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは、次年度 短期青少年交換留学

事業につきまして、台北大同扶輪社と話し合いの結果、

新型コロナウィルス感染症の状況を鑑み、次年度も中

止とすることが決定しましたのでご報告申し上げま

す。また、次年度委員長予定の皆さまには事業計画書

提出のお願いをしておりますが、4月6日締め切りです。

未提出の方は早めの提出をお願いいたします。 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

５９名 ３９名 ６８．４２％ 

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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●スマイルボックス（林田公治君） 

○大森克磨様（RI 第2720地区ガバナー）Ⅱ 

 ガバナー公式訪問を記念しましてスマイルいたしま

す。 

○毛利浩一様（熊本第4G ガバナー補佐/熊本江南 RC）XX 

 今年度インターシティミーティング（IM）時の余剰分

をスマイルいたします。また、久しぶりの例会参加で

合わせてスマイルさせていただきます。 

○作守順子様（宇土 RC） 

 本日は大森ガバナー公式訪問ということですが、昨日

まで行われました三大研修の御礼で訪問させていた

だきました。また、昨日の地区研修・協議会には桜満

開の日曜日にもかかわらずたくさんの会員の皆さま

にご視聴いただき、誠にありがとうございました。唯

一の心残りは幹事部会で三角次年度幹事を指名し抱

負を語ってもらわなかったことです。本日もよろしく

お願いいたします。 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・網川 久君 

大森克磨ガバナーのご来訪を歓迎いたします。延期に

なっておりましたガバナーアドレスを楽しみにして

おります。また、毛利浩一ガバナー補佐、作守順子様

のご来訪を歓迎します。 

○塚本 侃君 

 RI第2720地区ガバナー 大森克磨様のご来訪を歓迎い

たします。 

○堀川貴史君・喜讀宣友君 

 おかげさまで三大研修が終了いたしました。少しホッ

としています。本日は大森克磨ガバナーのご来訪を心

より歓迎いたします。ご指導よろしくお願いいたしま

す。また、毛利浩一ガバナー補佐、作守次期地区幹事

を歓迎いたします。 

○德永隆正君・齊藤直信君 

 大森克磨ガバナーのご来訪を心より歓迎いたします。 

○川崎 博君 Ⅱ 

 大森克磨ガバナーのご来訪を歓迎いたします。弊社前

会長 田川憲生の葬儀に際しまして、お心遣いを賜り

ありがとうございます。 

○野口泰則君 

 田川元会長が亡くなられました。熊本の宝と言える方

でした。素晴らしき人生でした。心から哀悼の意を表

します。 

○林田公治君 

 大森克磨ガバナー、毛利浩一ガバナー補佐、作守順子

様のご来訪を心より歓迎いたします。また、渡辺 茂

様を歓迎します。本日は全員スマイルです。よろしく

お願いいたします。 

 

 

●外部卓話（網川 久君） 

 「ガバナーアドレス」 

大森克磨様 
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【例会予定】 

4/25（月）新入会員卓話 内田泰生君 

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 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「ロータリーのネットワークがウクライナ難民に迅速

な人道支援」  

ウクライナでの戦争により、民間人の避難が余儀なく

され、深刻な人道的影響が出ています。国連によると、

350 万人以上（その大半は女性と子ども）が近隣諸国

とヨーロッパ全域に避難し、ウクライナ国内の避難民

も約 700 万人に上っています。 

難民に食糧、水、医療、シェルターを提供するため、

欧州や世界各地のロータリークラブとローターアク

トクラブが、周辺地域の会員とともに迅速に支援活動

に乗り出しています。 

ロータリー財団は、ロータリー地区が実施している救

援活動を支えるために世界中のロータリー会員や一

般の方々が寄付することのできる正式な窓口を設置

しました。財団は、その主な窓口として災害救援基金

を指定しました。 

現在までに 880万ドル以上のご寄付がこの基金に寄せ

られています。 

以下に、4 月 1 日時点での最新のプロジェクトをいく

つかご紹介します。 

・第 2231 地区（ポーランド）のクラブは、50,000 ドル

の災害救援補助金を活用して、ウクライナから逃れて

きた難民に移動手段、宿泊場所、食料、医療援助を提

供しています。 

・第 2240 地区（チェコ共和国）は、被災者のために寝

袋、医薬品、食料、除細動器、心電図装置、酸素濃縮

器など 5 万ドル相当の物資を購入しました。 

・ドイツの地区ガバナーは、会員による取り組みやオン

ラインでの支援活動の調整にあたる全国規模のタス

クフォースを設置しました。政府機関や非政府組織と

の窓口となるタスクフォースの事務局は、ベルリンに

設置されています。 

・フランス全土のロータリークラブが力を結集して、難

民のための必要物資の収集と配布にあたっています。

国内のクラブから寄せられた寄付と物資は、地区ガバ

ナーが取りまとめ、ウクライナのロータリークラブの

支援のほか、ポーランドとルーマニア経由でやってき

た難民の支援や、これらの国にいる難民のフランス移

送などに役立てています。ニーズの特定は、フランス

がかかわる複数の国際共同委員会が行っています。 

・第 1910 地区（オーストリア）は、25,000 ドルの災害

救援補助金を活用して、オーストリアに逃れてきたウ

クライナ難民のために、宿泊場所、ベビー用品、医薬

品、衛生用品、心のケア、食料、電化製品などを提供

しています。  
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