2022-23 北口会長年度執行部の皆さん、1 年間よろしくお願いします！

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１回例会記録（通算第 2892 回）
令和４年（2022）年７月４日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。いよいよ新年度が始まりました。会長
方針につきましては卓話の時間にてお話させていただきます。

来訪者紹介
ございません

さて、本日より新年度ですが、二か月ほど前から各委員会の
準備が活発に行われ、計 10 回ほどの IM を開催しました。各委
員長さんにおかれましては本当にご苦労様です。特に西川プロ
グラム委員長には私の要望で新人の方も多いこともあり、会員
の方のお仕事やお人柄についてご存じない方も多いと感じ、で

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 常任委員長就任挨拶

きるだけ会員卓話を増やして頂きました。時間はお一人 15 分で
二人の方にお願いしております。また、急なお願いにもかから
わず快く引き受けてくださった会員の皆様にも私からも感謝申
し上げます。外部卓話については西川委員長の人脈をフル活用
して多彩な方にお話しをして頂く予定です。

今月・来月の行事

また、松茂親睦活動委員長におかれましては出来るだけ皆様に

7/25 2022-23 第1 回クラブ協議会
＠ホテル日航熊本
7/31 2022-23 第38 回IAC 年次大会＠オンライン
8/8 暑気払い＆新入会員歓迎会

喜んでいただけるように各行事の年間計画を組んでもらい、新
入会員の方々と親睦を深めていただくように様々な計画を考え
て頂いております。

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

更に 8 月には二年ぶりに水球大会が開催される予定です。

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

この準備には原青少年奉仕委員長に尽力頂いておりま

[日

程] 7 月 28 日（木）13：00～

す。このように各委員長様には積極的かつ迅速に計画を

[場

所] 未定

進めていただいております。どうか一年間各委員長にご
協力して頂きますよう宜しくお願い致します。

2021-22 年度会長・幹事へ記念品贈呈

以上、会長報告です。

出席報告（中嶋亜志火君）
会員数

出席数

出席率

６３名

４７名

７５．８０％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

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（三角雄介君）
1.ございません。
新入会員自己紹介 1回目（田嶋明彦君）

例会変更のお知らせ
○城東 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 7 月 11 日（月）12：30～
[変更後] 7 月 8 日（金）18：00～
○グリーン RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 7 月 11 日（月）18：30～

氏名：田嶋明彦（たじま

[変更後] 7 月 8 日（金）18：00～

あきひこ）君

生年月日：1964年年5月1日

○東 RC～合同例会のため日程変更

出身：熊本県

[変更前] 7 月 12 日（火）12：30～

勤務先：株式会社熊本放送

[変更後] 7 月 8 日（金）18：00～

推薦者：野口泰則君・齊藤直信君

○東南 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 7 月 13 日（水）12：30～

新入会員自己紹介 3 回目（西原口香織君）

[変更後] 7 月 8 日（金）18：00～
○北 RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 7 月 13 日（水）18：30～
[変更後] 7 月 8 日（金）18：00～
○りんどう RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 7 月 14 日（木）19：30～

[場

所] 勝太郎

皆さま、こんにちは。私が勤務しております日本航空
熊本支店には現在 5 名のスタッフがおりますが、そのう

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

ち 1 名が客室乗務員です。彼女は人吉出身ですが、熊本

程] 7 月 19 日（火）12：30～

支店に着任した理由が「地元を盛り上げたい」というこ

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

とで、熊本の魅力を発信する企画や運営を行うため 1 年

程] 7 月 21 日（木）12：30～

間熊本支店に配属されています。弊社 HP「OnTrip JAL」

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

というコーナーで 7 月中旬に人吉の記事が掲載されるこ

程] 7 月 21 日（木）13：00～

とになりました。8 月には玉名の記事も掲載される予定

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

です。また、3 年ぶりに開催されます「火の国まつり お

程] 7 月 22 日（金）12：30～

てもやん総おどり」には日本航空グループから弊社副社

○平成 RC～昼例会に時間変更

長含め 50 名参加予定です。熊本支店では地域の魅力発

[変更前] 7 月 27 日（水）18：30～
[変更後] 7 月 27 日（水）12：30～
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信として今後も熊本の紹介を行ってまいります。引き続

っています。1 年間精一杯頑張ってまいります。どうぞ

きよろしくお願いいたします。

よろしくお願い申し上げます。

新入会員自己紹介 3 回目（坂本仲俊君）

委員会報告
●親睦活動委員会（松茂信吾君）

皆さま、こんにちは。先週 7 月 1 日、21 回目の結婚記
念日を迎えました。現在、大学 3 年生の長男、高校 2 年

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より今年度イ

生の長女、中学 2 年生の次男がおります。10 年前に父親

ベント予定を簡単にご説明いたします。8月暑気払い

から会社を引き継ぎましたが、当時は 2008 年のリーマ

＆新入会員歓迎会、9月親睦ゴルフコンペ、10月観月

ンショックの影響で低迷していました。妻に会社に入っ

会、12月年忘れ家族会、1月新年会、3月花見の会、5

てもらい、しばらく無給で仕事をしてもらいました。家

月親睦ゴルフコンペ、6月歳祝いを現在企画していま

族の支えがあって今日があると思っています。今後も仕

す。詳細が決定次第早めにご案内していこうと思いま

事やロータリー活動を頑張ってまいります。どうぞよろ

すので、是非積極的なご参加をお願いいたします。

しくお願いいたします。
［誕生祝］
新入会員自己紹介 3 回目（矢野嘉宏君）

［結婚祝］

藤山直秀君

7.4

倉崎保広君

7.11

星野誠之君

7.23

坂本仲俊君

7.1

皆さま、こんにちは。熊本市生まれ熊本市育ちの 42
歳です。小学校 4 年生から高校 1 年生までサッカーをや
っていました。今でもたまに遊び程度ですがやっていま
す。高校卒業後、何社か勤務したのち 29 歳の時に独立

●スマイルボックス（井上雅文君）

しました。推薦者の三瀬広海会員とはゴルフや飲み仲間

○北口

といった付き合いで、42 歳過ぎて仕事と奉仕活動も必要

誠君・坂本研一君・三角雄介君

Ⅹ

本日は今年度最初の例会です。皆さまに助けていただ

だと感じていたところロータリーのお誘いをいただき
ました。諸先輩方から学ぶことも多いかと思いますので、
例会やロータリー活動に積極的に参加していきたいと

きながら 1 年間頑張ります。何卒よろしくお願いいた
します。また、株式会社熊本放送 田嶋明彦様の入会
を歓迎いたします。

思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

○網川

久君・告坂和紀君

今年度副幹事を拝命いたしました、網川と告坂です。

ガバナー報告（堀川貴史君）

司会進行を 1 年間務めさせていただきます。お聞き苦
しいところがあるかと思いますがどうぞよろしくお
願いいたします。
○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君
昨年度は皆さまのご協力の下、無事終えることができ
ました。改めてありがとうございました。北口年度出

皆さま、こんにちは。2022-23 年度 地区ガバナーを拝

発にあたり、ますますのご活躍を祈念してスマイルし

命いたしました。まず、7 月 1 日東京で開催された「ガ

ます。また、株式会社熊本放送 田嶋明彦様の入会を

バナー会」に参加、日本 34 地区のガバナーと意見交換、

歓迎します。

親睦を深めてまいりました。今年度は今までの仕組みを
見直し変革を行おうと考えておりますが、それは所属す
る熊本南 RC の皆さまの支えがあってできることだと思
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○堀川貴史君

○田中裕司君

新年度のスタートにあたり、北口会長はじめ執行部の

私が後援会長を務めています、マラソンの福田 穣選

皆さまおめでとうございます。1 年間どうぞよろしく

手が、昨日ゴールドコーストマラソンで優勝しました。

お願いいたします。私もガバナー年度がスタートいた

福田選手は熊本出身で大牟田高校を卒業し西鉄に在

しました。来年の 6 月 30 日まで元気に笑っているこ

籍していましたが、現在はプロのマラソン選手として

とが目標です。皆さま、どうぞよろしくお願いいたし

ケニアで武者修行中です。パリ五輪出場を目指して頑

ます。

張っていますので皆さん応援してください。

○久峨章義君・後藤

博君

○坂本仲俊君

新執行部と皆さまにスマイルします。
○喜讀宣友君

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

Ⅱ

です。

北口会長年度のスタートを祝して、また、堀川ガバナ
ー年度のスタートを祝して、W の記念すべきスマイル
をいたします。クラブ、地区ともに盛り上げていきま
しょう。1 年間よろしくお願いいたします。
○高宮

宏君

北口年度のスタートですね。1 年間健康で頑張ってく

☆本日は「全員スマイル」にご協力いただき、ありがと

ださい。会員全員で北口神輿を担ぎましょう！

うございました！

○永井富士雄君
今日から北口丸の出航です。荒波コロナに負けず航海

●会長・副会長・幹事就任挨拶

ができると信じています。北口会長、三角幹事、執行

○会長（北口

誠君）

部の皆さん、1 年間よろしくお願いします。また、田
嶋明彦様の入会を歓迎します。
○川崎

博君

堀川ガバナーと北口丸の船出をお祝いします。
○興梠一喜君
北口新会長、ご就任おめでとうございます。また、新

このたび名誉ある熊本南ロータリークラブ 65 代会

執行部の皆さま、これからお世話になります。私も熊

長として任命され、今、決意を新たにしています。ま

本南 RC が盛り上がるよう頑張ってまいります。今後

ず初めに今年度を支えていただく各委員長の皆様に

もよろしくお願いします。

は二つ返事で快諾頂き心より感謝申し上げます。最強

○漆島典和君

の布陣で今年度を進めてまいりたいと思います。本年

北口会長、坂本副会長、三角幹事、ご就任おめでとう

度 RI 会長 女性初の会長に選出されました、ジェニフ

ございます。昨夜は眠れませんでした。

ァー・ジョーンズ氏は、ロータリーの「多様性、公平

○内田泰生君・渡辺

茂君・土田健嗣君・野田和宏君

さ、インクルージョンを最優先し、女性会員や 40 歳

北口年度のスタートをお祝いいたします。我々も一生

未満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実

懸命頑張ります。また、田嶋明彦様の入会を歓迎いた

践し、そのメンバー構成に反映させていく必要があり

します。

ます」、「どちらの目標でも 2 桁の成長を目指し、決

○渕田俊郎君・河津延雄君・園田修司君・坂本幸樹君
西川尚希君・山口

してロータリーファミリー全体を見失わないように

競君・森本康文君・谷口英樹君

します」と仰っておられます。我々のクラブも RI 会

田中裕司君・松茂信吾君・加藤和文君・林田公治君

長の方針に沿ってクラブ内を活性化していきたいと

井上雅文君

思います。

北口年度のスタートを祝してスマイルいたします。ま

また今年度は当クラブより堀川ガバナーを輩出し

た、田嶋明彦様の入会を歓迎いたします。

ます。会員一同全員でバックアップし、熊本南ロータ

○德永隆正君

リークラブ会員の繋がりを更に深めてまいりたいと

北口会長はじめ新執行部の皆さま、今年度頑張ってく

考えます。また、堀川ガバナーは今までの仕組みを抜

ださい。

本から見直し、大きな改革を実行されようとしていま

○田嶋明彦君

す。時代は日々大変なスピードで変化しています。私

初参加です。よろしくお願いいたします。

も堀川ガバナーのお考えに強く賛同します。ただ、現
在まで先輩方が築いてこられた脈々と続く熊本南ロ
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ータリークラブの歴史と伝統はこれからも大切に引

代継宮 漆島禰宜に言わせれば、そんなものは日本に

継いで、次の世代へと繋いでいきたいと考えます。ロ

はもっともっとずっと昔からあったよと。「社会」と

ータリーの原点は親睦と職業奉仕です。クラブとして、

いう文字は「やしろであう」と書きます。

個人として、地域社会に良い変化を生み出していきま

社に来る人達は、階級性別関係なくお付き合いをして

しょう。特に今年度の目標として「堀川ガバナーのバ

いると。もちろん賭博を開いたりもあったともありま

ックアップ」、
「地域社会への広報活動と奉仕」、
「会員

すが、少しずつ年をとってきている私は、日本人の、

数の維持と増強」、
「楽しい活発なクラブ例会の運営」

日本の良さはそこにあるのではと思うようになって

以上の目標の達成のため、会員皆様のご協力をお願い

きました。
」

いたします。また、ロータリーで学んだ奉仕の心を会

というように、一生懸命考えていた会長の時と違い

社や家庭にフィードバックし、クラブ外でも自然と奉

超リラックスな感じで副会長を迎えております。今期

仕ができるよう精進したいと考えます。私は熊本南ロ

北口年度はガバナー輩出クラブということもあり、忙

ータリークラブに入ってよかった。皆さんとこうして

しい 1 年を過ごすことになります。あんだけおおごと

直に会えること、それが喜びであると胸を張って言い

したコロナも終えてしまい 43 回フル例会であります。

たい。異業種の会員が世代を超えて互いに刺激を受け、

堀川ガバナーの「友情いっぱいの仲間となにかよいこ

切磋琢磨しながら、楽しいことも苦しいことも共に協

とをしよう」も堀川さんらしい言葉だし、熊本南 RC

力出来る、そんな雰囲気のクラブ、例会にしていきた

にピッタリですね。

いと思います。今日から始まる日々も、人生の成長の

そして先頭きって前に前に進んでいく北口会長、三角

糧にできるよう、精進してまいります。楽しく意義あ

幹事に対し、私は後側を見れる副会長になろうと考え

る時間を共に過ごしてまいりましょう！不慣れで皆

ます。尻ぬぐいもできる限りやりますし、慣れない北

さまにご迷惑をおかけすることがあるかもしれませ

口体制へのクレームは全て私にいただき対応できれ

んが、温かく見守っていただけますと幸いです。

ばと考えます。

この一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

また、先輩ロータリアンから教わったことを入会年
の若い人達へ返すという伝統も受け継ぎ優しく厳し

○副会長（坂本研一君）

くお付き合いさせていただきたく考えます。その中で
もロータリークラブの仕組みはホントに良くできて
いて単年交代の意味、またその単年で成果を出せる準
備期間、
会長になるには 2 年前からセミナー、勉強会、
懇親会等あるとか、若い皆さんがこれからロータリー
で学ぶことは実社会、そして自社でもいろいろ使える

今年度副会長を仰せつかいました坂本と申します。

こと、またその必要性についても酒の席でも話をでき

1 回目の例会ピリリとした雰囲気が心地よいです。こ

ればと考えます。

の原稿をつくる際、会長を仰せつかった時の挨拶文を

例えばよく「準備 8 割だよ」なんて言葉、小学生で

読み返しました。時間がありますので抜粋で読みます。

も知っていますね、でもどこまで実践できています

「本日は貴重な第１回報告です。何を話そうかいろい

か？私なんかまだまだですが、ロータリーの仕組みは

ろ考えました。そして相応しいのは先週高宮さんから

そこを重要視し成功に導いてくれます。という形で余

いただいた扇子の話かなと思いました。「肝胆相照」

裕のある役、副会長は広い視野でクラブを見るよう心

肝臓胆嚢のような大事な腹の部分を見せ合い親密な

がけ、北口会長、三角幹事に思うように立ち振る舞え

付き合いをしていこう。

るようしていきたいと考えます。

まさに熊本南 RC そのものと思い、すぐ高宮さんに電

私は熊本南 RC でホントに良かったとつくづく思い

話させていただきました。おまけに孫ちゃんの書と聴

ます。皆さんも今年は特にそうだと思います。リーダ

き、なお感動です。高宮さん、いつ死んでも悔い無し

ーシップに長けた北口君が会長になったからです。そ

と思います。

んな熊本南 RC を若い世代、これから入会する人達に

私も今年 1 年は肝臓と胆嚢に申し訳ないですが負担を

も繋いでいきたいと思います。もう一度言います。ク

かけ続けていく覚悟でおります。そもそもロータリー

レームは全て私が受け止めます。

とは私の認識では、銃社会のアメリカで、ポール・ハ

1 年間よろしく御願い申し上げます。

リスら 3 人で相互扶助の志で集まったのが起源でそれ
が世界に広がったと。
では日本では？
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○幹事（三角雄介君）

教育的介入プロジェクト」であるリクリエイト・イニ
シアチブを通じて平和と紛争解決を推進しています。
同クラブの前会長であるダイアナ・リベラさんによる
と、地元の学校でロールプレイング、ディスカッショ
ン、美術工芸、音楽、陸上競技などを通じて行ってい
るそうです。2017 年以来、何百人もの子どもたちがこ

一年間、幹事として様々な面からクラブを盛り上げ

のプログラムに参加し、いじめ、個人の境界線の設定、

ていきたいと思っております。また、北口会長をしっ

チームビルディングなどのテーマを取りあげていま

かり支えていく所存です。初めての経験となりますの

す。
「私たちは 1 学期あたり 2 回、土曜日に学校を訪

で、不慣れな点も多々あり皆様にご迷惑をおかけする

問します」とリベラさん。パンデミックにより、人気

こともあると思いますが、一日でも早く幹事としてお

の募金イベントだったサッカー大会は中止されまし

役に立てるよう精進いたします。

たが、同クラブがオンライン活動でリクリエイト・イ

一年間宜しくお願い致します。

ニシアチブの強化に取りくむ中、個人の寄付、宝くじ、
その他の募金活動によってコロナ禍で空いた穴は埋

【例会予定】

められました。

7/18（月）祝日のため休会
7/25（月）寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
■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」
【カナダ】
ニシンはサーモン、オヒョウ、リングコッド、海鳥、
シャチなどの海洋哺乳類のエサとなり、原住民が伝統

【イングランド】

的に主食としてきました。しかし、ニシンの個体数は、

ボストン・ロータリークラブは、地域社会や地元の他

乱獲や、昆布やアマモのような産卵に向いた海草の環

クラブから募金を募り、公営の航空救急サービスを支

境悪化のために減少しています。2 月に、ブリティッ

援しました。9 月から 2 月にかけて JustGiving クラウ

シュコロンビア州で活動するロータリアンの「海の林

ドファンディングサイトを通じて 2 万ドル以上を集め、

業従事者」は、バンクーバーの北西にあるポーポイズ

ボストンのピルグリム病院に芝生のヘリポートに照

湾にニシンのカーテンを設置しました。カーテンは約

明と拭き流しを設置する資金として 13,500 ドルとい

2.5 メートルの長さにカットされ、フォームとナイロ

う目標をはるかに上回る額を達成しました。「照明は

ンロープや PVC パイプによって水面に浮かび、岩で固

デュアルビジュアル、赤外線、太陽光発電で、ヘリコ

定された耐久性の高い防草布で、魚の産卵に理想的な

プターの操縦席から照明をつけることができます」と

場となります。2020 年以降、30 人近くのボランティ

同クラブの前会長であるジェフ・デイさんは言います。

アが 100 個以上のカーテンを設置し、産卵サイクルを

民間航空規制では、照明なしでは日没後の施設への出

通じて毎週モニタリングしています。セシェルト・ロ

入りは禁止されているそうです。ノッティンガムにあ

ータリークラブが主導するこのプロジェクトには 6 つ

る域内の大きな外傷センターには最高速度でも自動

のロータリークラブが参加してします。

車で 1 時間以上かかるため、照明の設置で助かる人命
がある、とデイさん。目標額を超えて寄せられた募金
は、ヘリコプターに搭載する血液加温器の資金に充て
られます。

【コロンビア】
麻薬カルテルがカリの街中を支配していた 1990 年代
半ば以降、公共の安全は改善されてきました。カリノ
ルテ・ローターアクトクラブは、「社会的および心理
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