福田崇九君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！
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第５回例会記録（通算第 2896 回）
令和４年（2022）年８月８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
来訪者紹介
坂本 凱様（株式会社九州クラフト工業）

誠君）

皆さま、こんにちは。本日は卓話者として株式会社九州クラ
フト工業 坂本

凱様にお越しいただいております。

さて、皆さまも既にご存じだと思いますが、クルマの納期(注
文してから納車されるまでの期間)が、大幅に延びています。新
今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 吉村郁也様
（株式会社グローカル・パートナーズ）

今月・来月の行事
8/26 地区新会員オリエンテーション@ZOOM
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

型コロナウィルスが蔓延する前は、在庫車でなくても納期は 1
カ月～1.5 カ月程度でしたが、今は 3 カ月で納車できれば短い部
類に入ります。今は多くの車種で 4 カ月以上、車種やグレード
によっては半年を超え、1 年以上になる場合もあります。一般の
報道では、納期遅延の原因として新型コロナウィルスによる半
導体不足が指摘されていますが、メーカーの開発者に尋ねると
原因はそれだけではないようです。
「納期遅延の原因は、半導体
の不足だけではない。例えば電気信号を伝えるワイヤーハーネ
スなどの部品、複数の部品によって構成される各種のユニット
などが、幅広く滞っている。エアコンのつまみ一つ部品が不足
su
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すれば車は完成しません。しかも、供給の滞りは不定期

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

に生じるから計画が立てられないとの事。納期遅延は、

[日

半導体を調達すれば済む問題ではないのです。そして、

○菊南 RC～定款に基づき休会

新型コロナウィルスの影響が今後も継続すると仮定す

[日

程] 8 月 30 日（火）12：30～
程] 8 月 31 日（水）12：30～

れば、車両開発にも影響を与えます。 深刻化する納期
遅延ですが、その原因は新型コロナウィルスだけとは限

定例理事会報告（北口

りません。車種によっては原因がほかにもあり、そこに

1.2022-23 年度米山奨学会寄付について

新型コロナウィルスが加わり、納期を一層遅延させてい

誠君）
⇒一般会計よ

り支出（@5,000×会員数）が承認されました。

るケースもある。その典型がトヨタ「ランドクルーザー」

2.LC、JC との合同事業について

です。納期は日本車では最長の 4～5 年とされ、この原

⇒スマイル会計（社会奉仕委員会）より 50,000 円支出

因について開発者は、2021 年の発売直後の時点で以下の

が承認されました。

ように説明しています。「ランドクルーザーは生産総数
の内、約 50％を中東諸国に供給しています。オーストラ

新入会員自己紹介 1回目（福田崇九君）

リアとロシア(今は輸出禁止)が各 20％で、残りの 10％
が日本を含めたそのほかの地域に供給される。現行型は
中東諸国の人気が高まった事情もあり、日本市場の納期
が極端に延びてしまった」 ランドクルーザーの納期が 4
年以上に遅延している理由は、新型コロナウィルスの影
響というより、生産計画にあります。同様のことがホン

氏名：福田崇九（ふくだ

たかひさ）君

ダ「ヴェゼル」にも当てはまります。会員の皆様におか

生年月日：1975年年12月8日

れましては新車購入の予定がありましたら一刻も早く

出身：福岡県

自動車ディーラーに相談されてください。納期が 1 年か

勤務先：株式会社ビーナイン

かるのが当たり前の時代になるかもしれません。

推薦者：古財良一君・堀川貴史君

以上、会長報告です。
委員会報告
●青少年奉仕委員会（原

出席報告（中嶋亜志火君）
会員数

出席数

出席率

６４名

３８名

６０．３２％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

裕一君）

欠席記録免除者 1 名
皆さま、こんにちは。すでにご案内しておりますと

０名（会員数には含まれません）

おり、8月21日（日）
「熊本南 RC 杯 第9回熊本県水球
競技大会」を開催いたします。新型コロナウィルス感

幹事報告（三角雄介君）

染対策を行い、安全な運営ができるよう準備しており

1.姫路南 RC より7月週報が届いております。

ます。また、今回は三瀬広海会員よりおいしいお弁当

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

のご協力をいただきます。締切は8月5日となっており

位はご参加をお願いいたします。

ますが、追加参加はまだ間に合いますので是非ご参加

3.来週（8/15）例会は「定款に基づき休会」です。次回

ください。よろしくお願いいたします。

は8/22（月）12：30～の予定です。ご注意ください。
●R 寿崎奨学会委員会（坂本研一君）
例会変更のお知らせ
○05 福祉 RC～創立記念例会のため時間場所変更
[変更前] 8 月 23 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 23 日（火）11：30～
[場

所] 青葉の瀬

○西 RC～定款に基づき休会
[日

私ども熊本南 RC の寿崎奨学会をご存知ですか？殆

程] 8 月 30 日（火）12：30～

どの皆さんは知っておられると思います。
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入会歴の浅い会員の方へ簡単に説明します。一般財団

○渕田俊郎君・漆島典和君・永井富士雄君・井上雅文君

法人ロータリー寿崎奨学会として 34 年前に先日お亡

西川尚希君・森本康文君・谷口英樹君・松茂信吾君

くなりになられた壽崎さんが、その当時貧しかった中

大津英敬君

国人留学生に向け、大学を卒業しても熊本や日本国内

福田崇九様の入会を歓迎いたします。また、坂本研一

に就職して欲しいとのことでつくられた奨学生制度

会員とご子息、松茂信吾会員の卓話を楽しみにしてい

です。原資は壽崎さんの私財 3 億円です。それを投資

ます。

しその利益と皆さんから年間１万円を寄付いただき

○坂本幸樹君

運営しております。皆さんへ毎年負担をおかけしてい

本日の卓話者 坂本研一会員とイケメンご子息、松茂

ます。今年度は 6 人の奨学生を採用、毎月 3 万円支給

信吾会員に感謝してスマイルします。

しています。10 数年前から中国経済は異常な発展で豊

○福田崇九君

かになったため、現在は中国人だけではなくそれ以外

本日入会いたしました。これからよろしくお願いいた

のアジアの留学生も採用し支給しています。

します。

さて、この制度もそろそろ見直しをかける時期が来

○高宮

宏君

たと壽崎奨学会理事会で議案が上がりました、そこで

九州学院ご出身の皆さん、甲子園出場おめでとうござ

まずは熊本南 RC 全会員にアンケートをとり、今後の

います。頑張ってください。

方向性をつくっていこうということになりました。近

○藤山直秀君

Ⅱ

いうちにメールかファックスでアンケートを採らせ

熊本県フットボールセンター応援ファンドに熊本南

ていただきます。皆さんのご意見から戦略計画委員会、

RC の皆さまにお心遣いいただき、無事目標額を達成す

クラブ協議会、理事会、そして寿崎奨学会の理事会で

ることができました。感謝いたします。

協議、見直していこうと考えています。

○三瀬広海君・漆島典和君

皆さんご回答のご協力をよろしくお願い申し上げま

次男が所属する九州学院野球部が甲子園出場を決め

す。

ました。ありがとうございます。多額の寄付を集めな
ければいけません。皆さまご協力をよろしくお願いい

●スマイルボックス（大津英敬君）
○北口

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

たします。
久君

告坂和紀君・丸山浩之君
本日ご来訪の坂本

●ビジネス卓話（西川尚希君）

凱様を歓迎いたします。お父様の

勇姿を目に焼き付けてください。また、福田崇九様の
入会を歓迎いたします。ロータリー活動を一緒に楽し
みましょう。
○北口

誠君

Ⅹ

先週は堀川ガバナー公式訪問例会にもかかわらず、コ
ロナウィルス陽性で欠席しまして大変申し訳ござい
ませんでした。本日は坂本

「会社案内」

凱君と松茂信吾会員の卓

坂本

話を楽しみにしております。
○堀川貴史君・後藤

博君・倉嵜保広君・古財良一君

馬場大介君・喜讀宣友君・原 裕一君・三好正太君
野田和宏君
株式会社ビーナイン 福田崇九様の入会おめでとうご
ざいます。今後公私のご活躍を楽しみにしています。
ロータリーライフを楽しんでください。また、本日の
坂本

凱さん、坂本研一会員、松茂信吾会員の卓話を

楽しみにしております。
○齊藤直信君・野口泰則君
坂本

凱さんのご来訪を歓迎します。また、本日の坂

本研一会員、松茂信吾会員の卓話を楽しみにしていま
す。
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凱様・坂本研一君

「新商品について」
松茂信吾君
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