8 月 1 日（月）堀川貴史ガバナー公式訪問例会＠ホテル日航熊本
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第４回例会記録（通算第 2895 回）
令和４年（2022）年８月１日
斉唱 国家 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
福田崇九様（株式会社ビーナイン）
堀川貴史様（RI 第 2720 地区ガバナー）
堀川光江様（ガバナーパートナー）
作守順子様（地区幹事）
後藤 博様（ガバナー補佐）
原 裕一様（地区副幹事）

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。本日は堀川ガバナーの公式訪問にもか
かわらず、私自身が健康管理を怠った結果、新型コロナウィル
スに感染してしまい、やむを得ずお休みとさせて頂きます。公
式訪問に水を差す結果となり大変申し訳ありません。私自身も
楽しみにしていた会長幹事会、会長報告は坂本副会長にお任せ
いたしました。坂本副会長、大変ですが何卒宜しくお願い致し
ます。別途、堀川ガバナーからは会長懇談会をやりましょうと

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 坂本研一君・松茂信吾君

の事でしたので、体調が万全になりましたら宜しくお願い致し
ます。
さて、先日 7/23 土曜日に開催されました『2022～23 年度地区
クラブ活性化ワークショップ』の報告を簡単にさせて頂きます。
今回は初めての試みでしたので、熊本南 RC 参加メンバーも手探

今月・来月の行事
8/21 第9 回熊本県水球競技大会＠アクアドーム

り状態での参加だったように感じました。まず、自分のクラブ
を客観的に分析し、長所と短所を洗い出し、長所を伸ばし短所
を改善し、更に長所を伸ばす為に何をすべきか意見を出し合い

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
ました。また、中長期的に各クラブが何をすべきか具体的に意

見を出しました。

を改善し、更に長所を伸ばす為に何をすべきか意見を出

○05 福祉 RC～創立記念例会のため時間場所変更

し合いました。また、中長期的に各クラブが何をすべき

[変更前] 8 月 23 日（火）12：30～

か具体的に意見を出しました。PCDA サイクル「Plan（計

[変更後] 8 月 23 日（火）11：30～

画）」
・
「Do（実行）」
・
「Check（評価）
」
・「Act（改善）
」を

[場

いかに戦略的に行っていくかと言う事です。報告書を地

○西 RC～定款に基づき休会

区に提出していますので、結果が出ましたら再度皆様に

[日

報告します。今年度の戦略計画委員長は漆島会員ですの

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

で、間違いなく素晴らしい方向に熊本南 RC を導いて頂

[日

けると信じています。漆島委員長どうぞ宜しくお願い致

○菊南 RC～定款に基づき休会

します。

[日

所] 青葉の瀬
程] 8 月 30 日（火）12：30～
程] 8 月 30 日（火）12：30～
程] 8 月 31 日（水）12：30～

最後に、コロナが爆発的に増えておりますので十分に
体調管理を怠ることなく、感染対策をお願い致します。

委員会報告

本日は大変ご迷惑おかけ致します。

●親睦活動委員会（野田和宏君）

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

４４名

７０．９７％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

［誕生祝］

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.例会終了後集合写真撮影を行います。そのままお待ち

［結婚祝］

馬場大介君

8.1

松茂信吾君

8.6

坂本研一君

8.21

西川尚希君

8.27

鬼塚貴志君

8.28

三瀬広海君

8.31

松茂信吾君

8.6

ください。
例会変更のお知らせ
○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 9 日（火）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 9 日（火）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 10 日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 11 日（木）19：30～
ご報告（漆島典和君）

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 12 日（金）12：30～

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 15 日（月）12：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 15 日（月）18：30～
皆さま、こんにちは。私が会長年度の時に当クラブに

○東 RC～定款に基づき休会
[日

在籍されていました吉本裕名様より、スマイルに入れて

程] 8 月 15 日（月）18：30～

○りんどう RC～時間場所変更

くださいと5万円お預かりいたしましたのでご報告申し

[変更前] 8 月 18 日（木）13：00～

上げます。

[変更後] 8 月 18 日（木）19：30～
[場

所] 未定
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●スマイルボックス（大津英敬君）

○堀川貴史様・堀川光江様・作守順子様・後藤
原

博様

裕一様（RI 第2720地区）

本日はお邪魔いたします。熊本南 RC 様のますますの
ご発展を祈念申し上げます。
○坂本研一君・三角雄介君・告坂和紀君・丸山浩之君
本日は堀川ガバナー公式訪問例会です。堀川貴史ガバ
ナー、堀川光江ガバナーパートナー、作守順子地区幹
事、後藤

博ガバナー補佐、原

裕一地区副幹事のご

来訪に心から感謝いたします。ガバナーアドレスどう
ぞよろしくお願いいたします。また、入会予定の福田
崇九様のご来訪を歓迎いたします。
○後藤

博君・漆島典和君・德永隆正君・坂本研一君

三角雄介君・古財良一君・井上雅文君・桑原幸雄君
森本康文君・松茂信吾君・谷口英樹君・大津英敬君
九州学院が甲子園出場を決めました。優勝を祈願して
スマイルします。
☆本日は「全員スマイル」にご協力いただき、ありがと
うございました。
●卓話（告坂和紀君）
「ガバナーアドレス」
堀川貴史様（RI 第 2720 地区 ガバナー）
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■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

＜マダガスカル＞

「世界中で活躍する 世界を変える行動人」
＜米国＞

近年飢饉に苦しめられる人びとのため、第 9220 地区の
クラブは 4 月にアンキリアボの住民たちに米、その他の
デュヴァル・ロータリークラブ（ワシントン州）は 1

主食、水、調理油、および衛生用品が詰めこまれた 800

月下旬から 3 月上旬にかけて、バレンタインデーのお

個の救援物資を配布しました。「最近、ケレ（地元の言

祝いで、メイン・ストリート沿いに約 1.6 キロにわた

葉で言えば飢饉や飢餓）の被害が大きくなっています。

って両面ハート 133 個を電灯に吊りさげました。メッ

気候変動により、この地域の人びとは農業や畜産でまと

セージ入りのハートを市民と企業が 50 ドルで購入し、

もな暮らしが送れなくなっているのです」と、アンタナ

シアトル北東にある地域社会の青少年、年配者、困窮

ナリボ・アノジー・ロータリークラブの前会長、ナリン

者のために活動する食品パントリーやその他の団体

ドラ・ラザフィニマロさんは言います。同地区にあるも

のために約 13,500 ドルが集められました。同クラブ

うひとつの島の仏領レユニオンで活動するサンドニラ

が参考にしたのはラブランド・トンプソンバレー・ロ

モンターニュ・ロータリークラブが約 2,700 ドルを提供

ータリークラブ（コロラド州）が長年行ってきた募金

しました。

活動で、いつも発売後数時間でメッセージ広告が完売
するほどの人気です。

＜カザフスタン＞

＜ベネズエラ＞

カザフスタンの人びとは誰でも利用できる遊び場を切
実に必要としていましたが、2018 年後半にアスタナ・ロ
ータリークラブが初のインクルーシブな遊び場を開設
しました。「サンシャイン」と名付けられたこの遊び場
2009 年以来、バルキシメト・ヌエバセゴビア・ロータ

には、障害のある子どもとそうでない子どもが一緒に遊

リークラブは児童の先天性頭蓋顔面変形の矯正手術

んで寛容さと共感性を身につけられるように、ぶらんこ、

を 350 件以上も実施してきました。4 月下旬、ララ州

滑り台、メリーゴーラウンドなど特製の遊具が設置され

の州都に拠点を置く同クラブが行った口唇口蓋裂手

ています。敷地は首都ヌルスルタン（旧称アスタナ）の

術は 9 件。児童の顎顔面手術の専門家であるクラブ会

市議会が提供しましたが、資金は、リャザット・アルシ

員が、患者とその母親に問診を行います。患者 1 人あ

ノワ元会長率いるアスタナ・ロータリークラブがクラブ

たりにかかる費用は約 150 ドルですが、同クラブのゴ

会員、その他の第 2430 地区内のクラブ、大使館、その

ルフトーナメントの収益が手術とフォローアップケ

他の団体から集めた約 5 万 5,000 ドルとアートオークシ

アの費用に充てられます。「これらの奇形を患ってい

ョンや舞踏会での収益でまかないました。この遊び場は

る子どもたちは、一般的に数回手術を受ける必要があ

子どもたちに大人気で、カザフスタン人と外国人で構成

るのですが、私たちのクラブは最後まで面倒をみま

される同クラブは首都に 2 番目の遊び場設立のために資

す」と、同クラブ会員のラファエル・カルデナスさん。

金調達を行いました。

「私たちの目標は、一生にわたる変化をもたらすこと
です。」
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