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令和４年（2022）年６月１３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 

ございません 

西原口香織君、坂本仲俊君、矢野嘉宏君の入会を歓迎します！  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 27 回例会です。本日の卓

話は新入会員卓話で野田和宏会員です。野田会員どうぞよろしく

お願いいたします。 

先週は歳祝いとして還暦の倉嵜会員、私の古稀の祝い会をして

頂き誠にありがとうございました。祝いの席で私達がお話をした

ように、お互い健康に留意してこれからも大いにロータリー活動

できるよう頑張りたいと思います。 

まず、本日は嬉しいことに 3 人の新入会員の方々が我が熊本南

ロータリークラブに入会されました。ここで、改めてご紹介いた

します。株式会社九州エネルギーパートナーズの矢野嘉宏様、い

けす設備の丸善有限会社の坂本仲俊様、日本航空株式会社熊本支

店の西原口香織様の 3 名です。ご入会ありがとうございます。後

ほど自己紹介をお願いいたします。 
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さて、私の本日の一言です。いつもお話をしている「税

金を払って、強い会社へ」なりましょう、です。できれ

ば税金は払いたくない、誰しも思います。でも、日本で

暮らして事業をして強い会社になるために税金を払い

ましょう。100 の利益がある。税金払いたくなきゃ、経

費を 100 作る。手元にお金は、残りません。100 の利益、

税金を 30 払う。手元にお金 70 残ります。10 年繰り返す

と、700 のお金が残ります。潰れない会社の出来上がり

です。強い会社になるには、地道に繰り返してきたこと

だけです。「税金を払って、強い会社へ」やるべきだと

思います。 

以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.例会終了後「定例理事会」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 

○西稜 RC～ハイブリッド例会に変更 

[日  程] 6 月 20 日（月）18：30～ 

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6 月 21 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 21 日（火）18：30～ 

[場  所] 神園山荘 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 6 月 23 日（木）13：00～ 

[変更後] 6 月 23 日（木）19：30～ 

○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～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 27 日（月）18：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 28 日（火）12：30～ 

○西 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～ 

[場  所] 梅鉢×ピュアリィ 

○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～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 29 日（水）12：30～ 

○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～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6 月 30 日（木）13：00～ 

 

新入会員自己紹介 1回目（坂本仲俊君） 

 

 

 

 

 

氏名：坂本仲俊（さかもと なかとし）君 

生年月日：1980年年1月16日 

出身：熊本県 

勤務先：いけす設備の丸善有限会社 

推薦者：三瀬広海君・玉田光識君 

 

新入会員自己紹介 1回目（矢野嘉宏君） 

 

 

 

 

 

氏名：矢野嘉宏（やの よしひろ）君 

生年月日：1980年年2月6日 

出身：熊本県 

勤務先：株式会社九州エネルギーパートナーズ 

推薦者：三瀬広海君・玉田光識君 

 

新入会員自己紹介 1回目（西原口香織君） 

 

 

 

 

 

氏名：西原口香織（にしはらぐち かおり）君 

生年月日：1973年年1月26日 

出身：福岡県 

勤務先：日本航空株式会社熊本支店 

推薦者：河津延雄君・玉田光識君 

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６３名 ４４名 ７１．００％ 

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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定例理事会報告（玉田光識君） 

1.沼野修一会員の退会（異動による）について 

⇒承認されました。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（中嶋亜志火君） 

  

 

 

 

 

 縦 P.4 プラスチックごみの問題 

 九州大学応用力学研究所付属大気海洋環境研究セン

ター教授の記事です。海洋プラスチックごみ調査の権

威。科学の目で見た海のプラスチックごみの問題を解

いています。まず、海のごみと言いますが、直接海に

投棄されるごみはほとんどなく、陸で捨てられ、川か

ら海へ出るといいます。また、ごみ全体の約分の 2 は

食品にかかわるプラスチックごみで、最も多いプラス

チックごみはレジ袋であるそうです。では、プラスチ

ックごみの何が問題かと言いますと、景観悪化やレジ

袋にからまって死んでしまう生き物がいることが挙

げられますが、最も問題視されているのが、細かく砕

かれ直径 5ミリほどのサイズになったマイクロプラス

チックの問題です。マイクロプラスチックがプランク

トンと同じように魚に食され、さらにその魚が大きな

魚に食される中で最終的に海の生態系に悪影響がで

ると提唱されているようです。 

 教授は対策として、プラスチックの使用を減らしてい

くことを訴えています。2 年前にレジ袋の有料化がス

タートしたのもこのことを踏まえてのことです。ただ、

レジ袋を使用しないということは、エコバックまたは

紙袋を使用することになります。エコバックまたは紙

袋の製造や輸送には多くのエネルギーを消費し、炭素

排出量が増えます。プラスチック製のレジ袋の製造や

輸送にかかる消費量は格段に少ないと言えます。環境

問題を脱炭素の側面から見ると、プラスチックの使用

を極端に減らすことは、有用とはいえないかもしれま

せん。環境問題への取り組みは個人、企業を上げて取

り組む問題です。この記事はその点を考えさせる内容

となっています。 

 

●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・北口 誠君 

 先日の歳祝いはご参加ありがとうございました。久し

ぶりに楽しい時間を過ごすことができました。本日は

パスト会長である田川さんのお別れの会でした。とて

も素敵な笑顔の遺影でした。ご冥福をお祈りいたしま

す。また、本日は大変うれしいことがあります。西原

口香織さん、坂本仲俊さん、矢野嘉宏さんの入会です。

ロータリーライフを一緒に楽しみましょう！本日卓

話の野田会員、お話を楽しみにしています。 

○高宮 宏君 

 西原口香織さん、坂本仲俊さん、矢野嘉宏さんの入会

を心より歓迎いたします。また、本日の卓話者 野田

会員のお話楽しみです。 

○河津延雄君・三瀬広海君 

 西原口香織会員、坂本仲俊会員、矢野嘉宏会員の入会

を歓迎いたします。共に歴史と伝統ある熊本南 RC を

盛り上げていきましょう！ 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・德永隆正君・漆島典和君 

 倉嵜保広君・古財良一君・原 裕一君・丸山浩之君 

 西川尚希君・坂本幸樹君・興梠一喜君・松茂信吾君 

 林田公治君 

 本日入会されました新入会員の皆さまを心より歓迎

いたします。また、野田和宏会員の卓話楽しみにして

おります。 

○谷口英樹君・渡辺 茂君・三好正太君・内田泰生君 

 土田健嗣君 

 新入会員 西原口香織さん、坂本仲俊さん、矢野嘉宏

さんの入会を心から歓迎します。野田さん、卓話楽し

みにしています。 

○野口泰則君  

 当クラブ元会長でホテル日航熊本の元会長 田川憲生

様のお別れの会素晴らしかったです。熊本の宝物でし

た。誠に見事な人生でした。本日入会の日本航空㈱熊

本支店長 西原口香織様のご入会を心から歓迎いたし

ます。また、野田和宏会員の卓話楽しみです。 

○後藤 博君 

 久峨章義会員お帰りなさい。また、新入会員の入会を

歓迎いたします。 

○野田和宏君 

 新入会員 西原口香織様、坂本仲俊様、矢野嘉宏様を

心から歓迎いたします。また、本日は卓話よろしくお

願いいたします。 

○漆島典和君 

 娘がお世話になっております、九州学院中学女子弓道

部の九州大会出場が決まりました。これもひとえに後

藤会員はじめ、九学 OB の皆さまのおかげと感謝して

スマイルいたします。 
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○西原口香織君・坂本仲俊君・矢野嘉宏君 

 本日は歴史と伝統ある熊本南ロータリークラブへ入

会させていただきありがとうございます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

○久峨章義君 

 無事生還しました。また、本日は所用のため早退いた

しますのでお詫びのスマイルです。 

○林田公治君 

 ようやくマイホームが完成いたしました。この度は大

和ハウス工業株式会社 興梠支社長には大変お世話に

なりました。快適になりました。ありがとうございま

す。また、本日は所用のため早退しますのでお詫びの

スマイルです。 

 

●会員卓話（松茂信吾君） 

 「株式会社野田市兵衛商店～事業内容と歴史～」      

野田和宏君 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/27（月）会長・副会長・幹事退任挨拶 

 


