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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

9/26 クラブ協議会② 

9/28 北口年度ゴルフコンペ 

＠あつまる阿蘇赤水ゴルフ俱楽部 

 

 

 
令和４年（2022）年８月２２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 

吉村郁也様（㈱グローカル・パートナーズ） 

熊本誠司様（東京赤坂 RC） 

作守順子様（宇土 RC） 

 

 

 

 

 

 

8 月 21 日（日）熊本南 RC 杯「第 9 回熊本県水球競技大会」＠アクアドーム  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日は東京赤坂 RC 熊本誠司様、宇土

RC 作守順子様、卓話者として元会員の吉村郁也様にお越しいた

だいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、昨日 8 月 21 日（日）開催の「第 9 回熊本県水球競技大

会」には沢山の方々に参加、お手伝いいただき大変ありがとう

ございました。また、原青少年奉仕委員長はじめ、委員会の皆

様大変お疲れ様でした。この大会は早くも今年で 9 回目を迎え

ます。前年度はコロナ感染拡大に伴い中止を余儀なくされまし

た。今年も感染者数は増加傾向ではありますが、生徒の皆様、

先生方、保護者の皆様からの大会を成功させたいとの声をいた

だき開催を決定しました。皆様方には感染予防に全力で取り組

んでいただき、おかげさまで今回も大変素晴らしい大会になり

ました。私は第一回の大会からほぼ毎年お手伝いさせていただ

いていますが、皆様の熱いプレーには毎回感動させられます。 

 

 

 

第６回例会記録（通算第 2897 回）  
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水球というスポーツの奥深さ面白さを、水球を知らない

方々に少しでも感じていただけるように、広報活動とし

てマスコミの皆様やスポーツ雑誌等にもお声掛けし、毎

年取り上げていただいています。またこの大会は、地域

の交流や活性化などを目的とし回を重ねてきましたが、

更なる交流を深めるため、力を合わせて頑張っていきま

しょう。この年齢の時代は最も友人との友情を育む大切

な時期だと思います。将来大人になった時に、一生の友

人である事ができる時期でもあります。皆様にとってそ

のような大切な時に関わられた事を、我々も大切な時間

として記憶に残していきたいと思います。 

以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

1.大分中央 RCより創立40周年記念誌が届いております。 

2.例会終了後「臨時理事会」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。 

3.明日（8/23）は事務局員夏季休暇のため終日不在しま

す。よろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 30 日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 30 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 30 日（火）12：30～ 

○東南 RC～日帰り親睦家族会のため日程変更 

[変更前] 8 月 31 日（水）12：30～ 

[変更後] 8 月 28 日（日） 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 31 日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 31 日（水）12：30～ 

○05 福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 6 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 6 日（火）11：00～ 

[場  所] 寺田邸 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 20 日（火）12：30～ 

臨時理事会報告（北口 誠君） 

1.際田赳久様の入会について 

⇒承認されました。 

 

ご挨拶（熊本誠司様/東京赤坂 RC） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。今回初めて熊本を訪問いたしま

した。私は現在 RLI 日本支部の担当をしておりますが、

9 月 29 日に東京で総会を予定しております。堀川ガバナ

ーも参加されるとのことですので、またお会いできるこ

とを楽しみにしています。RLI はとても素晴らしいプロ

グラム内容ですので、皆さまにもご参加いただければと

思います。また、東京にお越しの際は私ども東京赤坂 RC

の例会に是非ご参加ください。毎週金曜日に ANA インタ

ーコンチネンタルホテルで開催しています。よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶（作守順子様/宇土 RC） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。ガバナー公式訪問では大変お世

話になりました。堀川ガバナーも所属クラブが終了して

ホッとされていると思いますが、公式訪問はまだまだ続

きます。先ほど熊本さんからもご紹介がありました RLI

というディスカッション形式の研修がございますが、当

地区でも 10 月パート 1、来年 2 月パート 2 の 2 回予定し

ています。是非多数のご参加をお待ちしております。ま

た、10 月 23 日には熊本第 4 グループ IM も予定されてお

ります。こちらも熊本南 RC の皆さまに多大なるご協力

をお願いすることになるかと思います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ４３名 ６８．２５％ 

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 

新入会員自己紹介 2回目（福田崇九君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。ライブハウス ビーナインを経

営しております、福田崇九です。ビーナインは熊本で営

業を始めてちょうど20年になります。そのうち2年がコ

ロナの影響で打撃を受けている状況です。ライブハウス

を救済するイベントで古財良一会員に出会い、今回入会

いたしました。今後ライブハウス、エンターテインメン

トは貢献活動と密接になるべきと考えていたところで

したので、チャリティイベント等貢献活動に積極的に関

わっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

まず、表紙裏に 2023 年ロータリー国際大会の案内

が出ています。2023 年 5月 27 日～31 日オーストラリ

アメルボルンで開催されます。次に P.5、RI 会長メッ

セージより、会員増強の件で「例会やイベントを、本

気で話し合えるオープンな場にし、会員たちが自分は

歓迎されていると感じられて、居心地のよい場所にし

なければならない」と提案されています。さらに、女

性会員の割合を 2023 年までに 30％にするという目標

を設定されました。例えば当クラブだと現在の会員数

は 64 名ですから、18～19 名の女性会員の増強が必要

となります。P.7～13「女性会員を増強しよう」では、

どんな方法で行うかという点を色々なアンケートに

基づき出ています。P.8「貴重な時間をロータリーの

ために割くなら、それ相応の重要性が必要なはず」「男

性・女性を区別すること自体が不要」「男性会員の対

応、意識が昔のまま」等々、様々な意見が出ています。

私自身思い当たることがあります。P.11「女性の入会

のハードルを高くしている要素」、熊本南 RC はこの

通りかもしれません。P.14～17、今年 6 月に開催され

た国際大会の記事です。P.18「ロータリー米山記念奨

学事業の基礎知識」は奨学会担当の方、新入会員の方

は必ず読んでください。P.26 に今年度 RI 理事会メン

バーの紹介、日本は佐藤芳郎会員（岡山南 RC）です。 

P.30～31 には今年度 RI 及び R 財団国内委員の紹介。R

財団地域コーディネーター 第 3 地域と、一般社団法

人 RI日本青少年交換多地区合同機構 社員に永田壮一

PG が就任されています。P.32、ロータリーの友委員会 

第 2720 地区代表委員として、熊本西稜 RC の山角智秀

会員が就任されています。P.34に第2720地区 2021-22

年度地区大会の記事です。 

 縦書き P.4「危機を乗り越える夢と戦略」はおもし

ろい内容です。P.13「笑顔トレーニング」は全くその

とおりだと思います。私自身、毎朝 1 時間笑顔の挨拶

を 15 年間学校正門前でやっています。元気になりま

すよ。健康維持に大いに役立ちます。P.15「俳壇」に

大分宇佐 RC 磯永喜八郎会員、P.23「ROTARY AT WORK」

に大分湯布院 RC の記事、P.26 に日田 RC の記事が出て

います。 

 

●青少年奉仕委員会（原 裕一君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。昨日、8月21日（日）「熊本南

RC 杯 第9回熊本県水球競技大会」が無事開催されまし

た。コロナ禍の中、北口会長はじめ、多数の会員の方

にご参加ご協力いただき心より感謝申し上げます。優

勝は熊本 Jr.水球クラブ、第2位が済々黌と熊本北の混

成チーム、第3位が熊本国府と第二の混成チームでし

た。熊本南 RC 賞は“くまぽろ”という女性チームの

山田玲菜さんが獲得されました。 

 

●スマイルボックス（大津英敬君） 

○熊本誠司様（東京赤坂 RC） Ⅴ 

 佐賀県唐津が本籍の東京から来ました熊本です。生ま

れて 70 年、熊本は通ったことはありましたが初めて

訪れます。本日は熊本で初めてのメーキャップです。

よろしくお願いいたします。 

○作守順子様（宇土 RC）  

 8/1 ガバナー公式訪問ではお世話になりました。北口

会長とお会いできてうれしいです。今日は RLI でお世

話になっています、東京赤坂 RC の熊本誠司さんをお

連れしました。短い時間ですが親交を深めてください。 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君・告坂和紀君 

網川 久君・丸山浩之君 

本日ご来訪の株式会社グローカル・パートナーズ 吉

村郁也様、日本とベトナムの関係の卓話を楽しみにし

ております。また、東京赤坂 RC 熊本誠司様、宇土 RC 

作守順子様、お越しいただきありがとうございます。 
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○堀川貴史君・喜讀宣友君 

 東京赤坂 RC 熊本誠司様のご来訪を歓迎いたします。

また、本日の吉村郁也先輩の卓話楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。昨日の水球大会には参加

できず申し訳ありませんでした。参加された皆さま、

大変お疲れさまでした。 

○齊藤直信君・久峨章義君・德永隆正君・後藤 博君 

 吉村さん、お久しぶりです。卓話楽しみにしています。

よければまた熊本南 RC に戻ってきてください。 

○高宮 宏君 

 本日の卓話者 吉村さん、お久しぶりです。世界をま

たにかけてのご活躍本当に凄いです。健康第一で今後

も頑張ってください。また、ご来訪の熊本誠司様、よ

うこそいらっしゃいました。感謝いたします。 

○河津延雄君・漆島典和君・古財良一君・西川尚希君 

森本康文君・興梠一喜君・松茂信吾君・大津英敬君 

野田和宏君 

本日の卓話者 吉村郁也様に心から感謝します。また、

ご来訪の熊本誠司様、作守順子様を歓迎いたします。 

○野口泰則君 

 吉村先生のご来訪を心から歓迎いたします。新しい世

界情勢や日越関係など卓話を楽しみにしています。 

○永井富士雄君 

 本日の卓話者 吉村郁也様に心から感謝します。昨日

開催の第 9 回熊本県水球競技大会は原委員長はじめ、

関係者の皆さん大変お疲れさまでした。 

○川崎 博君 

 昨日初めて生で水球の試合を観て、その面白さを知る

ことができました。原委員長や北口会長はじめ、ご参

加の皆さんお疲れさまでした。また、吉村郁也さんの

卓話楽しみです。 

○原 裕一君 Ⅱ 

 青少年奉仕委員会「第 9 回熊本県水球競技大会」が無

事開催されました。これもひとえに熊本南 RC メンバ

ーのおかげです。本当にお世話になりました！ 

○田中裕司君 

 甲子園ベスト 8まで行った九州学院の応援に息子と行

きました。アルプスでの応援はとても盛り上がって、

楽しい夏休みを過ごすことができました。九学の 3 試

合の他、開幕戦での斎藤佑樹さんの始球式と大阪桐蔭

と下関国債の試合を観られたのもよかったです。来年

も九学に期待しています。 

○漆島典和君・古財良一君・大津英敬君 

 本日決勝戦が行われます甲子園で九州学院が見事ベ

スト 8 になりました。高校球児の夢に便乗させてもら

いエキサイティングなお盆を過ごさせてもらいまし

た。健闘を称え、また、応援とご寄付をいただいたた

くさんの皆さまへ感謝のスマイルです。 

○山口 競君 

 吉村郁也さんの卓話に感謝してスマイルします。すい

ません、所用のため早退します。 

 

●外部卓話（西川尚希君） 

「混迷を増す国際情勢の中における日越関係」 

吉村郁也様（株式会社グローカル・パートナーズ） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


