9 月 26 日（月）「第 2 回クラブ協議会」を開催しました。
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第１０回例会記録（通算第 2901 回）
令和４年（2022）年９月２６日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」

会長報告（北口

来訪者紹介

18 日台湾の南東部 花蓮で震度 6 強の大型地震が発生し、非常に

衛藤和彦様（杵築 RC 会長）

大きな被害が発生しました。ニュースは台風と大雨の情報で台

誠君）

皆さま、こんにちは。九州では大型台風上陸のさなか、9 月

湾地震のニュースがあまり報道されませんでした。地震といえ
ば、2016 年 4 月 14 日熊本地震が発生し大きな被害がでました。
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 片桐英夫様
（株式会社寺原自動車学校/熊本RC）
今月・来月の行事
10/8 RLI パート 1
＠くまもと県民交流館パレア
10/17 観月会＆新入会員歓迎会例会
＠ホテル日航熊本
10/23 熊本第 3・第 4 グループ合同 IM
＠くまもと森都心プラザホール

その際にいち早くお見舞いのお手紙と多額のお見舞い金を台北
大同扶輪社様から頂きました。その後 2018 年 2 月に台湾花蓮地
震が発生し、この時も大きな被害が出ています。その年は今村
会長の指示で当クラブからお見舞い金を送っています。今回も
取り急ぎお見舞いの文書は出しております。それに対してのお
礼状も届いております。その後 KC さんより私の携帯にお礼のお
電話も頂きました。今回の件で改めて台湾の方々との友情関係
を再確認できたような気がします。また、本日の臨時理事会で
お見舞い金を出す決議を取りたいと考えています。どうか皆様
のご理解宜しくお願い致します。
以上、会長報告です。

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

やっています。皆さまとご一緒できるレベルになったら
出席報告（中嶋亜志火君）

是非参加したいと思います。今後ともよろしくお願いい

会員数
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出席率

６５名
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出席規定適用免除者
名誉会員

2名

たします。
臨時理事会報告（北口

誠君）

1.台湾東部地震お見舞い金について

欠席記録免除者 1 名

⇒基金口座より 500,000 円支出が承認されました。

０名（会員数には含まれません）
委員会報告

幹事報告（告坂和紀君）

●親睦活動委員会（松茂信吾君）

1.第2720地区事務所より「ガバナーノミニー・デジグネ
ート決定のご報告」が届いております。（大分中央 RC
藤田千克由 氏）
2.台北大同扶輪社より台湾東部地震お見舞いの御礼が
届いております。
3.本日の卓話は第2回クラブ協議会を開催いたします。

皆さま、こんにちは。9/28（水）北口会長年度ゴル

事業予定及び報告のある委員会はよろしくお願いい

フコンペには多数のご参加と景品のご協力をありが

たします。

とうございます。結果等につきましては次回の例会時

4.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各

にご報告させていただきます。

位はご参加をお願いいたします。
ご報告（田中裕司君）
例会変更のお知らせ
ございません
ご挨拶及びバナー交換（衛藤和彦様/杵築 RC）
皆さま、こんにちは。私事で申し訳ございません、こ
の度本を出版いたしました。内容は法律関係ではなく、
世界遺産に関する旅行記です。ご興味のある方は本日お
持ちしましたのでお声がけください。
皆さま、こんにちは。杵築 RC 今年度会長を務めてお

お願い（高宮

宏君）

ります、衛藤と申します。ロータリー歴3年5か月、職業
分類は不動産業です。現在63歳ですが、会社代表は息子
に引継ぎ、ぼちぼち仕事をしています。当クラブは10月
にガバナー公式訪問を控えており、堀川ガバナー所属の
クラブに一度お伺いしてみたいと思い今回参加いたし
ました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

皆さま、こんにちは。私は現在、熊本県 R 奨学会
の役員をしております。熊本南 RC では入会時の寄付

新入会員自己紹介 3回目（際田赳久君）

と 100 万ドルランチ寄付をしていただいております
が、他クラブ に比べ個人寄付が少ないように感じま
す。熊本県 R 奨学会は、県内の高校生を対象として
います。コロナの影響で苦しい家庭も多くございま
す。是非ご寄付のご協力 をよろしくお願いいたしま
す。

皆さま、こんにちは。私の家族は妻と子どもが男の子
2人です。仕事が忙しく、家庭のことは妻に任せきりで
申し訳なく思う日々です。趣味は映画観賞で主に洋画を
観ます。ゴルフと釣りはお付き合い程度ではありますが
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●スマイルボックス（大津英敬君）
○衛藤和彦様（杵築 RC）

○田中裕司君

Ⅱ

Ⅴ

とうとう本を出版することになりました。法律関係の

熊本南ロータリークラブの皆さま、本日例会に出席させて

本、ではなく「たなぴろ弁護士の恋する世界遺産」と

いただき親睦を深めて帰りたいと思います。よろしくお願

いう旅行体験記です。本日書籍を持ってきております

いします。

ので読んでみたい方は是非お買い求めください。

○北口

誠君・坂本研一君・告坂和紀君・丸山浩之君

○大津英敬君

本日ご来訪いただきました杵築 RC 会長 衛藤様を心よ

今日の私の誕生日の記念にとうとう血圧を下げる薬

り歓迎いたします。ありがとうございます。また、本

を飲み始めました。血圧が下がるのを願ってと、告坂

日は第 2 回クラブ協議会です。皆さまどうぞよろしく

副幹事の発表を記念してスマイルします。

お願いいたします。

○渡辺

○堀川貴史君

茂君

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

杵築 RC 衛藤会長のご来訪を歓迎いたします。10 月 18
日公式訪問に伺います。その際はどうぞよろしくお願

●卓話（坂本研一君）

いいたします。

「第 2 回クラブ協議会」

○井上雅文君・西川尚希君・興梠一喜君・谷口英樹君

○親睦活動委員会（松茂信吾君）

松茂信吾君
ご来訪の杵築 RC 会長の衛藤様を歓迎いたします。ま
た、本日のクラブ協議会では活発な議論がなされ益々
結束の強いクラブとなりますよう願っております。
○加藤和文君
衛藤様のご来訪を心より歓迎いたします。また、先日

1.観月会＆新入会員歓迎会について

の台風 14 号で被災された皆さまに心よりお見舞い申

[事業概要]

し上げます。当社だけでも現時点で 2,000 件の事故報

夜例会後、会場で秋の味覚を中心に食事とお酒を飲み

告をお受けしており、一日も早く保険金をお届けでき

ながら懇親会を開催。また 8 月の暑気払いが中止にな

るように頑張っています。これ以上、台風が来ないこ

ったので、新入会員歓迎会を併せて開催します。外部

とを願ってスマイルします。

の方はお呼びたてしません。
（よって RAC と寿崎奨学

○際田赳久君

生は案内しません）

前回、前々回でスマイルをして下さった北口会長、堀

【日

川ガバナー、後藤ガバナー補佐、渕田俊郎さん、野口

時】2022年10月17日（月）
18：30～例会、19：00～観月会＆新入会員歓迎会

泰則さん、齊藤直信さん、喜讀宣友さん、倉嵜保広さ

【場

所】ホテル日航熊本「天草」

ん、原

【会

費】5,000 円（個人負担額/後日請求）

裕一さん、坂本幸樹さん、德永隆正さん、桑

原幸雄さん、告坂和紀さん、網川

久さん、林田公治

［連絡事項］

さん、田嶋明彦さん、久峨章義さん、河津延雄さん、

親睦活動委員会委員は早めにお越しください。

永井富士雄さん、馬場大介さん、園田修司さん、井上

新入会員対象者）渡辺

雅文さん、西川尚希さん、森本康文さん、谷口英樹さ

口香織会員・坂本仲俊会員・矢野嘉宏会員・田嶋明彦

ん、山口

会員・福田崇九会員・際田赳久会員

競さん、内田泰生さん、野田和宏さん、矢

野嘉宏さん、福田崇九さん、坂本研一さん、三角雄介

茂会員・土田健嗣会員・西原

⇒10 月 17 日入会予定の方も追加でお願いします。

さん、丸山浩之さん、土田健嗣さん、井上雄一朗さん、
誠にありがとうございました。おかげさまを持ちまし

○青少年奉仕委員会（原

裕一君）

て本日 3 回目の参加となります。皆さまのお心遣いに
心より感謝いたします。今後ともよろしくお願いいた
します。
○濵﨑剛自君
今日からコロナの「みなし入院」のお支払いが変わり
ます。65 歳以上の方や重症化リスクの高い方、実際に

1.第9回熊本県水球競技大会について（報告）

入院された方、妊婦の方以外は対象外となります。一

[事業概要]

日も早くコロナがなくなることを祈りスマイルしま

9 年目となる水球競技大会として、コロナ渦での開催

す。

となりますが、熊本県内の高生の複数チームによる対

3

抗戦を開催します。チームに在籍し、出場機会にめぐ

○R寿崎奨学会委員会（坂本研一君）

まれない生徒に、試合経験を与えることにより青少年
育成とする。
[収支報告]
支出総額 602,338 円、地区補助金 184,072 円、クラブ
青少年奉仕委員会支出 418,266 円となりました。
（詳
細は配布資料をご確認ください）

1.一般財団法人R寿崎奨学会運営に関するアンケートに

[その他報告]

ついて（報告）

熊本経済及び地区事務所 HP に掲載していただいてお

先月、一般社団法人R寿崎奨学会の今後の運営につ

ります。また、TKU 様、RKK 様他メディアに取材いた

いてのアンケートを実施いたしました。

だきました。また、今年度は 9 回目の開催でした。第

35名の皆さまから回答をいただいております。結

10 回までは熊本南 RC の主催で開催することが決まっ

果をご報告いたします。

ています。来年度が最後となる予定です。引き続きご

・現行のまま、別途年1万円の寄付をしながら継続する

協力をお願いいたします。

⇒

2名

・現、熊本南RC理事会と一般財団法人R寿崎奨学会理事
○プログラム委員会（西川尚希君）

会で柔軟に協議し方向を決めることに一任する
⇒

33名（詳細は下記のとおり。複数回答あり）
ア）体制を見直し熊本南RC内で継続

イ）公益財団法人壽崎育英財団へ運営を移行

22名

ウ）公益財団法人壽崎育英財団へ資金の寄付

8名

エ）解散し国に寄付
1.今年度卓話予定について（報告）

5名

オ）その他

0名

2名

皆さまのご協力で卓話予定は来年2月まで決定してお

この結果を踏まえ、今後の流れとしましては熊本南RC

ります。詳細は配布資料をご確認ください。以降のス

理事会、一般財団法人R寿崎奨学会理事会にて協議、

ケジュールにつきましては、1月23日にプログラム委

承認をいただくこととなります。また、今年度は

員会IMを開催予定ですのでその後調整していきたい

奨学生を採用しており、次年度以降の手続きにな

と思っています。また、以前アンケートで推薦をいた

ることをご報告申し上げます。

だいた方々も多数いらっしゃいますので、今年度調整
ができなかった方は次年度に引き継ぎを考えており

○講評（後藤

博ガバナー補佐）

ます。よろしくお願いいたします。
○スマイル委員会（大津英敬君）

まず、質問が出ないことが寂しいなと感じまし
た。特に R 寿崎奨学会に関して分かりづらい内容
かと思います。そもそも寿崎奨学会自体がよく分
1.今年度スマイルについて（報告）

からない方は多いのではないでしょうか。協議会

今年度スマイルの進捗状況報告です。今年度目標

ですから疑問や意見等はどんどん出していただき、

額 1,500,000 円、本日（9/26）現在のスマイルは

それを各委員会に持ち帰り検討いただくことが正

561,000 円となっております。皆さまのご協力で

しいやり方だと思います。逆にすでに終わった事

順調に推移しております。引き続きよろしくお願

業については報告のみで結構です。

いいたします。

また、例会を早退する際は S.A.A.に必ず報告し
ていただくよう、よろしくお願いいたします。
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