7/12（火）熊本南ローターアクトクラブ例会＆懇親会より

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２回例会記録（通算第 2893 回）
令和４年（2022）年７月１１日
斉唱 国家 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

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。この場で政治的な発言や宗教的な発言
をするのは適当ではないと思いますが、あくまで私個人の意見
として受け止めて頂けたらと思います。7 月 8 日に安倍晋三元総
理が凶弾に倒れお亡くなりになりました。心より哀悼の意を表
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2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 2022-23 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
ビジネス卓話 古財良一君
今月・来月の行事
7/31 2022-23 第38 回IAC 年次大会＠オンライン
8/1 堀川ガバナー公式訪問例会
8/8 暑気払い＆新入会員歓迎会

したいと思います。今の日本の中でこんなに理不尽な事が起こ
るのが許し難い事ですが、残念ながらこれが現実です。右とか
左とか関係無く暴力で現状を変更しようとする考えはあっては
ならない事です。皆さまの中には安倍晋三元総理に様々な印象
と思いがあると思いとますが、私の中では現在の日本になくて
はならない本物の政治家だと思います。特に外交では世界のリ
ーダーと互角以上に渡り合い日本の国益に大きく寄与されたと
思います。また我々のクラブと親交が深い台湾との繋がりは実
弟の岸防衛大臣と共に深い関係を築いておられます。ここ一、
二年の間に台湾で大変な事が起こりそうな時期に大きな危機感
を
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を抱いています。とにかくこの日本でこの様な事が起き

の期間中、県南に短時間大雨情報が発表され、報道機関

ないよう政府をあげて徹底的に取り組んでもらいたい

としては非常に緊張した日々でした。

と思います。改めて安倍晋三元総理に心より哀悼の意を

さて、私は平成元年に株式会社熊本放送に入社しまし

申し上げます。

た。最初の配属はラジオ制作部、その後報道部へ異動、

以上、会長報告です。

主に水俣病を担当しておりました。次に東京支社に異動
になりました。その頃アメリカ ニューヨークの同時多
発テロが発生し、会社に泊まり込み仕事をした記憶があ

出席報告（中嶋亜志火君）

ります。東京には 8 年住んでいましたが、今でも出張の

会員数

出席数

出席率

６３名

４９名

７９．００％

たびに通うお店があります。銀座「はしご」の担々麺 だ
んだんめん、蒲田「とんかつ檍 」のとんかつはおすす

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

めです。機会があれば行かれてみてください。その後こ
ちらに戻り、主にテレビの編成と業務を担当しています。

欠席記録免除者 1 名

あともう一つ「SDGｓ」を担当しています。皆さまの会

０名（会員数には含まれません）

社での SDGs の取り組みや商品等のご紹介がございまし
たら、お手伝いできることがあると思いますので是非お

幹事報告（三角雄介君）

声がけください。

1.宇佐八幡 RC より「メークアップのご案内」が届いて
おります。

委員会報告

2.姫路南 RC より6月週報が届いております。

●雑誌委員会（高宮

宏君）

3.来週（7/18）例会は「祝日のため休会」です。次回は
7/25（月）12：30～です。ご注意ください。
4.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各
位はご参加をお願いいたします。
例会変更のお知らせ

皆さま、こんにちは。R の友7月号の紹介をいたしま

○平成 RC～昼例会に時間変更

す。特に新入会員の方にはロータリークラブとは何ぞ

[変更前] 7 月 27 日（水）18：30～

やという所が少しずつ分かられるかと思いますので、

[変更後] 7 月 27 日（水）12：30～

少し時間をかけて読んでいただければと思います。

○りんどう RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7 月 28 日（木）13：00～

[場

所] 未定

まず、P.4「ロータリーの目的」が出ています。P.7
～19まで本年度 RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ氏、
女性初の RI 会長の記事が出ています。本年度 RI テー
マは「イマジン ロータリー」です。ポリオのない世

定例理事会報告（北口

誠君）

界、優しさや希望、愛、平和を思い描き行動すること

1.暑気払い＆新入会員歓迎会について

を求められ、「多様性、公平さ、インクルージョンへ

⇒8/8（月）例会振替とすることが承認されました。

の取り組み等、新たな社会環境での元気なクラブ作り

2.8/21（日）第 9 回熊本県水球競技大会について

の推進を求められております。特にびっくりするのは

⇒事業計画書内容にて開催が承認されました。

P.16に書かれていますが、今から13年前の42歳の時に
乳がんと診断され、化学療法8回、放射線治療21回受

新入会員自己紹介 2回目（田嶋明彦君）

けられた中で2010年1月の国際協議会とガバナーエレ
クト研修セミナーに出席しスピーチをされたそうで
すが、当日は髪の毛がすべて抜け落ちたままスピーチ
をされたとのこと。本当に凄い RI 会長ですね。P.20
～32には今年度各地区のガバナーが紹介されていま
す。我々の第2720地区 堀川ガバナーは P.36に出てい

皆さま、こんにちは。報道機関には「三つの S」とい

ます。P.40、佐藤芳郎 RI 理事の記事の中に10月24日

うものがございます。一つは「戦争」
、二つ目は「災害」、

「日本ポリオデー」として各クラブが行事を企画し実

三つ目は「選挙」です。報道機関、放送局にとって非常

施してほしいと出ています。

に真価を問われる「三つの S」です。先週末、安倍元総
理が銃撃に倒れ、昨日は参議院選挙が行われ、また、こ
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縦書きより、P.22熊本東南 RC のウクライナ難民支援

○高宮

宏君

の記事、P.26に人吉中央 RC の令和2年（2020）7月豪雨

2021-22 年度出席率 100％表彰をいただきました。昨

の復興支援活動の記事です。

年度は病気しましたのでメーキャップ 100％でした。
そろそろ 30 年無欠席になるかもしれません。

2021-22年度出席委員会報告（原 裕一君）

○久峨章義君
昨日、娘がニューヨークで無事結婚式を挙げました。
一安心です。
○林田公治君
倉嵜保広会員、お誕生日おめでとうございます。これ
からもますますお元気で頑張ってください。よい 1 年

皆さま、こんにちは。2021-22（前年度）のホーム例

になりますように。

会100％及びメーキャップ100％出席表彰を行います。1

○原

年間ご協力ありがとうございました。

裕一君

昨年 1 年間、出席委員長として大してお役に立てませ
んでしたが、皆さま大変お世話になりました。

【ホーム例会出席100％表彰】7名
網川

○大津英敬君

久君・馬場大介君・林田公治君・今村浩昭君

井上雅文君・塚本

Ⅱ

先週は北口年度の輝かしいスタートにも関わらず、諸

侃君・德永隆正君

般の都合で欠席いたしました。今年度スマイル委員長
として頑張りますので、皆さま毎例会の巨額なスマイ
ルをじゃんじゃんお待ち申し上げます。お詫びとお願
いのスマイルです。
○齊藤直信君・野口泰則君
選挙が終わりました。自民の大勝でしたが日本の行く
末は分かりません。安倍元首相の死亡は大変ショック
でした。熊本地震の復興予算に対し多額の支援をいた
だきました。ご冥福をお祈りします。
○齊藤直信君

Ⅹ

【メーキャップ100％表彰】27名

6 月 26 日東京競馬場でブレッドフライが久しぶりに勝

渕田俊郎君・後藤

利！

博君・堀川貴史君・久峨章義君

喜讀宣友君・古財良一君・北口
河津延雄君・川崎

誠君・桑原幸雄君

○加藤和文君

博君・加藤和文君・丸山浩之君

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

三角雄介君・森本康文君・松茂信吾君・三好正太君

です。

野口泰則君・永井富士雄君・園田修司君・坂本研一君
坂本幸樹君・澤田貴宏君・高宮
谷口英樹君・漆島典和君・原

宏君・玉田光識君

●常任委員長就任挨拶

裕一君

○会員維持増強委員長（桑原幸雄君）

●スマイルボックス（大津英敬君）
○北口
網川

誠君・坂本研一君・三角雄介君・告坂和紀君
久君・丸山浩之君

本日の卓話は常任委員長就任挨拶です。各委員長の皆
本年度、会員維持増強委員長を仰せつかりました桑
原です。職業分類はギフト用品配布になります。どう
ぞよろしくお願いいたします。
昨年度は、青少年奉仕委員長として水球大会の担当委

さま、一年間の意気込みを力強く、また、分かりやす
い内容でお願いします。会員の皆さま、一年間ご協力
よろしくお願いいたします。
○西川尚希君・森本康文君・德永隆正君・興梠一喜君

員長だったのですが、コロナの影響で中止となってし

松茂信吾君・谷口英樹君

まい何もすることなく一年間が終わってしまいまし

本日の常任委員長就任挨拶楽しみにしています。

た。今年度の会員維持増強委員会ではロータリー情報
委員会と連携して引き続き会員数 70 名を目標に新入
会員のフォローを中心に活動してまいります。私は後
藤会長年度の 2015 年 12 月、44 歳の時に歴史と伝統あ
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る熊本南ロータリークラブに入会させていただき入

ーは、副委員長の野田会員をはじめ、大津会員・古財

会歴は 7 年半となり 51 歳になります。ついこの前に

会員・井上会員と、メンバー一丸となって北口会長お

入会したような気がしますが、おかげ様で入会 7 年目

よび堀川ガバナーをバックアップしていきたいと思

を向かえることが出来ました。

っております。クラブ広報の役割としましては、当ク

先日は、RI 日本青少年交換研究会の司会という貴重な

ラブの事業・活動をクラブ内外へとアピールし、多く

経験までさせていただきました。この経験もロータリ

の方へ知って頂く事で、会員間の繋がりを深め、活動

ークラブに入っていなかったら出来なかった事です

の連帯感を醸成し、そして当クラブの発展へ繋げてい

し、皆さんから「司会お疲れさま、よかったよ」と声

くことと考えています。今年度の主な活動としまして

を掛けていただいて、うれしかったのと同時に大変感

は、昨年の活動方針を受け継ぎ、4 つを中心に取り組

謝しており、入会してよかったと思えるワンシーンで

んでまいります。

した。現在、新型コロナウイルスの影響で経済も低迷

1.会員に向けた活動［週報の発行］

しております。多くの業界が打撃を受ける中、多少は

会員に向けた例会や各種事業の報告を、事務局と連

経済活動が戻ってきたとは言え、コロナ前のような状

携し週報の発行を行います。

態まで回復するにはまだまだ時間が掛かりそう、いや

2.外部に向けたアピール［ロータリーの友への寄稿］

以前のレベルまで回復する事が出来るのかどうかも

当クラブが行う対外的事業をロータリーの友への寄

分からないような厳しい状況に立たされて、先行きが

稿を行います。

見えない状況の中にある方もいらっしゃるかもしれ

3.SNS 利用の促進［FB の活用］

ません。こんな時だからこそ、この熊本南ロータリー

イベントなどに参加された方々に、タイムリーかつ

クラブのメンバー同士での支えあいが必要だし、もち

自由に利用して頂き、クラブ内の活性化を目指しま

ろんこのメンバーが支えとなってくれると思います。

す。

皆さんにおかれましては、例会時にこれまで通りに会

4.マイロータリーのアカウント登録希望者への補助

員同士のお声かけをお願い出来ればと思います。

マイロータリーは、クラブ運営に必要な情報やデー

特に、今、大変な状況にある方や、新入会員の方には、

タを入手できる便利なウェブサイトですので、登録

皆さん意識してお声かけしていただきたいと思いま

にお困りの方の支援をいたします。

す。そして、より一層魅力あるクラブとして退会者ゼ

以上、行き届かない点が多々あるかとは思いますが、

ロを目指していきたいと思います。また、増強面にお

皆様のご協力宜しくお願いいたします。

いては皆様からご協力いただき候補者をリストアッ
プして、誠心誠意を尽くして勧誘を行うことが大切だ

○クラブ管理運営委員長（坂本幸樹君）

と思います。品格に優れ、人間的魅力に溢れ、奉仕の
精神を持った人の発掘と勧誘に努めて参りたいと思
います。このさき熊本南ロータリークラブ会員同士が
さらに一致団結して、さらなる歴史と伝統を築き上げ
ていければと思います。
微力ではございますが、私なりに頑張ってまいります

今年度、クラブ管理運営委員長を拝命しました坂本

ので、会員の皆さんのご協力をお願いして、就任の挨

幸樹です。2012 年 7 月 2 日、丸山会員の紹介で浅山会

拶とさせ頂きます。

長・漆島幹事年度に入会しました。35 歳で入会して丸

1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

10 年です。独身で入会したんですが、翌年ここホテル
日航熊本で結婚式を挙げさせていただきました。熊本

○クラブ広報委員長（谷口英樹君）

を代表する経営者が集う熊本南 RC の会員の皆様に披
露宴に参加してもらったので、乾杯だけではなく最後
までシャンパンを飲み放題にしました。坂本研一先輩
のテーブルをはじめ、シャンパンばかり出るので、途
中でスタッフさんから、そろそろシャンパン止めまし
ょうか？と優しいお言葉もいただきました。会計の金

今年度クラブ広報委員長を拝命いたしました谷口

額を見たら、さすが歴史と伝統あるクラブだと再認識

でございます。委員長を担当させて頂くのは今回初め

しました。

てとなりますので、ご指導を頂きながら精一杯頑張り

さて、クラブ管理運営委員会はクラブの効果的な運

たいと思います。本年度のクラブ広報委員会のメンバ

営のために活動をすることが大きな役割で、そのため

4

に出席、プログラム、スマイル、親睦活動、会計の各

との協議で 3 年連続で中止となりました。国際交流が

委員会と常に情報を共有しなければならないと考え

できない現状は歯がゆい思いですが、昨今の状況では

ております。今年度堀川ガバナーが発表された

致し方ないと思います。一日も早い交流再開を願いま

第 2720 地区スローガンは『ロータリーはつながりで

す。また、直近では 8 月 21 日（日）に、青少年奉仕

あふれている〜友情いっぱいの仲間となにかよいこ

事業である「第 9 回熊本県水球競技大会」がアクアド

とをしましょう〜』となっております。ガバナー月信

ーム 50ｍプールにて開催されます。先日も会長、顧問

を読ませていただいたんですが、奉仕の理想にたどり

の先生方 3 名含め IM が開催されました。原委員長は 3

着く為に、会員同志の親睦は非常に重要だと尊敬する

度目のご担当でベテランです。万全の準備をされてお

堀川ガバナーは仰っていました。今年度、親睦活動委

りますので会員の皆さんできる限り参加、応援をお願

員長は松茂会員です。親睦活動委員長をする為に生ま

いいたします。また、職業奉仕、社会奉仕のそれぞれ

れてきたと言っても過言ではない最適な人材なので、

の事業活動、RAC、IAC、寿崎奨学生、米山奨学生との

安心してお任せできます。ここで、本年度最強の布陣

交流や支援活動も活発に行われるものと思います。更

を紹介します。出席委員会 中嶋亜志火委員長、プログ

には堀川ガバナーのホームクラブである我々の活動

ラム委員会 西川尚希委員長、スマイル委員会 大津英

は、実り多きものになると思われます。北口会長も「堀

敬委員長、会計 星野誠之委員長です。当クラブの例会

川ガバナーのバックアップ」を掲げておられます。ク

が滞りなく行えるよう、責務を全うしたいと考えてお

ラブ全体で協力して一年間楽しく、充実したロータリ

ります。

ー活動ができますよう、私も精一杯頑張ってまいりま

また、各委員会のアイデアや活動に関しましては、

すので、皆さまのご支援、ご協力をどうぞよろしくお

基本的に賛成したいと思っています。長くなりました

願いいたします。

が、一年間宜しくお願い致します。
○ロータリー財団委員長（喜讀宣友君）
○奉仕プロジェクト委員長（丸山浩之君）

皆さま、こんにちは。新しい会員さんが多いので改
今年度、奉仕プロジェクト部門を担当します丸山で

めて自己紹介からさせて頂きます。熊本南ロータリー

す。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

クラブで本年度ロータリー財団委員長を務めます喜

奉仕プロジェクトは、北口会長方針「ロータリーを

讀宣友です。ロータリー歴は 16 年 8 か月。職業分類

通して奉仕の心をさらに深めよう」を旗印に、ロータ

は、建物解体です。このように所属クラブ、ロータリ

リーで学んだ奉仕の心を社会や家庭にフィードバッ

ー歴、職業分類を最初に言うのがロータリーの自己紹

クし、クラブ以外でも自然と奉仕ができるように精進

介のスタンダードですので、新しい会員さんは覚えて

すると言われています。この言葉で思い出したことが

おいてください。ロータリー歴 16 年 8 か月と言いま

あります。以前、元会員で大先輩である杉田辰彦さん

したが、もうそんなに経ったのかという感じです。入

が、家庭でロータリーのことを知ってもらうためにや

会当初、右も左もわからない頃、今は亡き大先輩たち

っていたことが、「ロータリーの友」をさりげなくテ

から色々なことを教えて頂きました。当時ミスターロ

ーブルの上に置いていたら奥様がそれを読むように

ータリー情報とまで言われた故鑪泉会員の 3 年 9 か月

なり、ロータリーへの理解が深まったこと。また、奉

157 回にわたる例会時の報告はすごくためになったの

仕のあり方については目の前のごみを一つ拾えばよ

で、自分がロータリー情報委員長を拝命した時は 1 年

い、それが奉仕の原点でロータリーだと。あまり難し

間 40 回ではありましたが、先輩たちからいろいろな

いことは考えず、シンプルに行えばよいのだと改めて

情報を頂いて週報に掲載させて頂きました。また、

学ばせていただきました。私は奉仕プロジェクト委員

時々でいいのでそういうのがあればいいなと思って

長として、各委員会開催の IM へ出席、各委員会での

おります。最近は勉強したり、伝えたりすることもな

議事の協力を約束し、それぞれの委員会の事業が気持

くなっておりましたが、先週の坂本副会長の、受けた

ちよくスムーズに開催できるよう努めていきます。年

ものを後輩に伝えていかねばならないという言葉に

度最初の一大国際奉仕事業である姉妹クラブとの短

感銘を受けましたので、自分も勉強しながら伝えてい

期青少年交換留学事業は、台北大同扶輪社と北口会長

こうと思いました。今日は、ロータリー財団について
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さわりだけお話したいと思います。詳しいところは 11

【例会予定】

月の月間卓話で、卓話者の選定も含めてこれから委員

8/1（月） 堀川ガバナーアドレス

会で検討したいと思います。

8/8（月） 暑気払い＆新入会員歓迎会

ロータリー財団とは？これは、ロータリー創設当時か

8/15（月）定款に基づき休会

らあったわけではないようです。RI（国際ロータリー）

8/22（月）外部卓話 吉村郁也様

の前身である「ロータリー・クラブ国際連合会」の第

（株式会社グローカル・パートナーズ）

6 代会長を務めたアメリカ・クリーブランド RC のアー

8/29（月）ビジネス卓話

坂本研一君・松茂信吾君

チ・クランフさんが、1917 年のアトランタ国際大会で、
「世界中で善いことをする目的のために基金を設置

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

することは極めて妥当なように思われます」と述べ、

「ロータリーによる対応：ウクライナ支援」

この提案が「ロータリー基金」という名前でスタート
し、1928 年のミネアポリス国際大会で「ロータリー財
団」として認証されました。これは独立した組織です
ので、ロータリーとロータリー財団は車の両輪に例え
られます。またこの「世界でよいことをしよう（Doing
Good in the World）
」が、ロータリー財団の標語にな
っています。
本年度の重点目標ですが、これまで年次基金の寄付

ロータリー財団と世界中のロータリークラブが、戦争

額は 100 ドルでしたが、本年度より 150 ドル推奨とな

で家を失ったウクライナの人びとに資金、物資、サー

っておりますのでそのお願いと、8 月の青少年奉仕委

ビスを提供するため、迅速に行動しています。ロータ

員会の水球大会の地区補助金申請ですが、これは 3 月

リー財団は 1,500 万ドル以上の寄付を集め、ウクライ

に事務局の東さんの方でやっていただいております。

ナの人びとに水、食料、シェルター、医薬品、衣料な

その額は過去の寄付額に応じて最高 50％の範囲で決

どの必需品を提供するための支援を行っています。4

められますが、地区内でもはっきり言って少ない方で

月 30 日以降に災害救援基金に寄せられたご寄付は、

す。 寄付者に感謝の意を表するさまざまな認証があ

災害からの復興支援を必要とする世界中の地域社会

りますが、累計 1,000 ドルに達するとポール・ハリス・

で利用することができます。

フェロー、さらに 1,000 ドル毎にマルチプル・ポール・

平和の祈りを込めたコンサート

ハリス・フェローとして、襟ピンの石がサファイアか

エレナ・ボンダレンコ（平石）さんは、ウクライナ東

らルビーに、また数も変わってきます。累計 1 万ドル

部のドニプロで育ちました。父親はウクライナ人、母

でメジャードナー、25 万ドルに達するとアーチ・クラ

親はロシア人。21 歳で広島に移り、広島西南ロータリ

ンフ・ソサエティとなりますが、気の遠くなる数字で

ークラブの会員である夫の雅史さんと出会いました。

す。150 ドル。最近の円安も追い打ちをかけてけっこ

ウクライナ戦争が勃発したとき、当時第 2710 地区ガ

うな出費となりますが、野口会員がよく言われる「ノ

バナーだった杉川聡氏から、広島西南ロータリークラ

ーブレス・オブリージュ」
（高貴たるものの義務）
、歴

ブで話をするよう招待されました。ボンダレンコさん

史と伝統ある熊本南 RC のメンバーならやるべきであ

は、日本のクラブとウクライナのロータリーリーダー

ろうと思いますのでどうか宜しくお願い致します。

を結びつけ、救援活動を支援しました。バイオリンを

地区補助金の先に、グローバル補助金というハードル

習っている末の息子さんも、音楽を通じて支援活動に

の高いものもありますが、本年度は無理ですが、委員

参加しています。春にはピアニストの友人と室内楽コ

会メンバーでもあります告坂国際奉仕委員長と一緒

ンサートを開き、その収益金をウクライナの人びとの

になって次年度以降につながるプロジェクトを考え

支援に充てています。

る第一歩の年になればいいなと思っています。

「音楽とは、国を問わず誰でも理解できる共通言語だ

本年度は、クラブでのロータリー財団委員長のほか、

と思います。コンサートの前、息子は『平和の祈りを

2720 地区堀川ガバナーのもとで地区副幹事を仰せつ

込めて弾く』と言っていました」

かっておりますので、そちらのご協力も併せて宜しく
お願い致します。
もちろん北口会長のもとで、クラブでの活動を第一に、
地区も両方頑張っていきますので 1 年間どうぞ宜しく
お願い致します。
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