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 今日の例会 

7/25 2022-23第1回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本 
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令和４年（2022）年５月３０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」 

 

来訪者紹介 

田村志朗様（福岡東 RC） 

ソウ・ウゼン君（2022 年度米山奨学生） 

 

2022 年度米山奨学生 ソウ・ウゼンさん。1 年間よろしくお願いします！  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 25 回例会です。本日の卓

話は新入会員卓話で加藤和文会員です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

さて、本日の私のひと言はパワハラ問題についてです。この 4

月からパワハラ防止法の適用が拡大され、中小企業でも義務化さ

れました。「パワハラなんて、うちには関係ない」という経営者や

管理職もまだまだ多いと思われますが、厚生労働省の調査による

と過去 3 年間で 5 割近くの企業が従業員からパワハラの相談を受

け、3 割以上の従業員がパワハラを実際に受けたことがあると回答

しているそうです。パワハラは、上司から部下だけでなく、同僚

間などでも行われる場合もあります。いったん事案が発生してし

まうと、その解決に時間と労力を要します。そのためパワハラ防

止のための措置が義務化されたので一部を紹介します。 
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1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

3.事実を迅速・正確に確認し速やかに適切に対応する

等々。どうぞ皆様の企業でもご検討ください。 

以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.例会終了後「今年度 臨時理事会」及び「次年度 臨時

理事会」を開催いたします。関係各位はご参加をよろ

しくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○西南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 6 月 9 日（木）18：30～ 

[変更後] 6 月 10 日（金）18：30～ 

○中央 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6 月 10 日（金）18：30～ 

[場  所] 和食 仲むら 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 13 日（月）12：30～ 

[変更後] 6 月 13 日（月）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[日  程] 6 月 15 日（水）12：30～ 

[日  程] 6 月 15 日（水）18：30～ 

[場  所] 料亭俱楽部 喜楽 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 24 日（金）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（月）12：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 28 日（火）18：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 29 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（木）12：30～ 

 

 

2021-22年度臨時理事会布告（玉田光識君） 

1.西原口香織様の入会について 

⇒承認されました。 

 

2022-23年度臨時理事会報告（北口 誠君） 

1.2022-23年度予算案の承認について 

⇒承認されました。 

 

堀川貴史ガバナーエレクト報告 

 

 

 

 

  

 皆さま、こんにちは。地区よりご案内とお願いです。

6月18日（土）～19日（日）「第25回 国際ロータリー日

本青少年交換研究会 熊本会議」が、くまもと森都心プ

ラザにて開催されます。主催は RIJYEM、ホスト地区が第

2720地区、熊本江南 RC、熊本城東 RC と当クラブがコホ

ストクラブとなっております。皆さまには会場設営、当

日の運営・進行のお手伝いをお願いできればと思ってお

ります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

地区 RYLA 委員会報告（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。先週5/28（土）「2021-22年度 RYLA

セミナー＠オンライン」が開催されました。参加者24名

のうち、当クラブから10名ご参加いただきました。ご協

力いただきました、九州クラフト工業様、馬場石油様、

大和ハウス工業様、NTT 西日本様、SMBC 日興証券様に心

より感謝申し上げます。 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。当クラブが2022年度米山奨学

生の世話クラブに決定しました。本日は担当する米山

奨学生 ソウ・ウゼンさんへ4、5月奨学金（10万円/月）

の交付を行います。まず、ロータリー米山記念奨学会

は、勉学、研究を志して日本に在留している外国人留

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６０名 ４３名 ７２．８８％ 

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） 



 
 

3 

学生に対し、日本全国のロータリアン（ロータリーク

ラブ会員）の寄付金を財源として、奨学金を支給し支

援する民間の奨学団体です。奨学生には毎月の例会参

加義務やイベントへの積極的な参加が求められます。

期間は2022年4月～2023年3月です。皆さま一年間よろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【氏名】ソウ・ウゼン（CONG,YUQUJAN） 

【国籍】中国 

【所属】崇城大学 学部課程 デザイン科 

【カウンセラー】園田修司君・雑賀庸泰君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

   

   

 

 

 

皆さま、こんにちは。社会奉仕委員会よりご案内で

す。6月5日（日）「オハイエくまもと 第13回とってお

きの音楽祭」が花畑広場、新市街、熊本市現代美術館、

RKK にて開催されます。お時間があられる方はぜひお

越しください。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

○田村志朗様（福岡東 RC）Ⅲ 

 昨日は堀川貴史様に大変お世話になりました。感謝し

てスマイルいたします。 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君・北口 誠君 

 本日ご来訪の米山奨学生 ソウ・ウゼンさんを歓迎し

ます。この 1 年間が素晴らしいものになるようお手伝

いしていきます。また、本日の卓話者 加藤和文会員

のお話を楽しみにしています。 

 

 

○堀川貴史君・高宮 宏君・古財良一君・坂本幸樹君 

 福岡東 RC 田村志朗様のご来訪を心より歓迎してスマ

イルいたします。昨日ご一緒いただきありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いいたします。また、

本日の卓話者 加藤和文会員に心から感謝します。 

○河津延雄君・漆島典和君・森本康文君・大津英敬君 

 興梠一喜君・松茂信吾君・内田泰生君・野田和宏君 

土田健嗣君・林田公治君 

 当クラブへの来訪者 田村志朗様を歓迎いたします。

また、本日の卓話者 加藤和文会員に心から感謝しま

す。 

○堀川貴史君 

 5 月 28 日オンラインで地区 RYLA セミナーが開催され

ました。当クラブからも RYLA 委員会のメンバー多数

にサポートいただき、また、会員の皆さまには受講者

をご紹介いただき無事に終了いたしました。皆さま、

ありがとうございました。 

○三角雄介君・古財良一君・網川 久君 

 5/28RYLA オンラインセミナーに熊本南 RC 関係者から

10 名の参加をいただきありがとうございました。来年

は必ずリアル開催ができると思います。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

○谷口英樹君 

 RYLA 研修セミナーお疲れさまでした。NTT 西日本から

2 名参加させていただきましたが「社外の方と交流で

き、また、講演も非常に勉強になりよい機会でした」

と反応が非常によかったです。社員の今後に活きた研

修ありがとうございました。また、本日の卓話者 加

藤和文会員のお話を楽しみにしております。 

○加藤和文君 

 本日は卓話をさせていただきます。大変緊張しており

ますが精一杯頑張りますのでどうか温かく付き合い

ください。よろしくお願いいたします。 

○川崎 博君 

 明日 5 月 31 日、ホテル日航熊本は開業 20 周年を迎え

ます。感謝のスマイルです。 

○濵﨑剛自君 

 今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイル

です。 

  

●新入会員卓話（松茂信吾君） 

 「損保ジャパンがご提供できる“お役立ち”」 

加藤和文君 
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【例会予定】 

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 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「世界中で活躍する“世界を変える行動人”」 

ハイチ） 

ポルトープランス近くで Haitian Project が運営する

生徒数 360 人の中学校、Louverture Clearary School

は、2005 年から太陽光発電を利用していますが、安定

した電力を提供できるバッテリーが不足しています。

カナンデーグア・ロータリークラブ（米国ニューヨー

ク州）会員であるケント・ギルジスさんは、家族とと

もにこの学校でボランティア活動をしたときにその

ニーズを目にしました。 「寮の前を通りかかったと

き、窓を覗くと、一つ部屋で 40 人の子どもが電球一

つのみで勉強していたのです」とギルジスさんは振り

返ります。2020 年後半、ギルジスさんの息子とその友

人が自分たちの学校の課題として安定した電力の提

供に取り組み、カナンデーグアのクラブ、第 7120 地

区（ニューヨーク州）のほかのクラブ、セントピータ

ーズバーグ・ロータリークラブ（フロリダ州）がこれ

を支援しました。バッテリー、配線、インバータ、そ

の他の機器は、Louverture Cleary School の卒業生が

経営する太陽光発電会社から購入しました。「今後は

大きな嵐に見舞われても、3 日間電力の需要を満たす

ことができます」とギルジスさんは言います。 

ガーナ） 

ガーナ南西部の村を破壊し、少なくとも 13 人が死亡

した爆発の直後、全国のロータリークラブが援助に駆

けつけました。タルクワ・ロータリークラブは、1 月

に起きたこの爆発のわずか 1 日後に、衣類、食料、せ

っけんなどの物資を届けました。この爆発は、採掘用

の爆発物を載せたトラックとバイクが衝突したこと

が原因でした。クラブからの支援は 1 回切りではなか

ったと、会員であるアブデル-ラザク・ヤクブさんは

述べます。ヤクブさんによると、その後クラブは、200

人近い子どもが家を失い、制服、本、文房具などの必

需品も失ったことを知りました。クラブは、ガーナ国

内のクラブから寄せられた約 4,500ドルを使用して必

需品を購入し、2 月 24 日、家を失って緊急キャンプに

住んでいた多くの生徒たちにこれを配布しました。 


