際田赳久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８回例会記録（通算第 2899 回）
令和４年（2022）年９月５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」

会長報告（北口
来訪者紹介
ございません

誠君）

皆さま、こんにちは。まず、理事会の報告です。1、米山奨学
会の寄付金について、一般会計より一人 5,000 円の全会員分支
出が承認されました。2、LC・JC との合同事業について、スマイ
ル会計から 50,000 円支出が承認されました。3、千里殖産株式
会社 際田赴久様の入会が承認されました。

今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 漆島典和君・園田修司君

さて、今年度は早くも二か月が経過し、大きなイベントの一
つである水球大会を無事に開催、また大成功に終わらせる事が
出来ました。改めて皆様に心より感謝致します。更に各 TV 局の
ニュース、または月刊誌くまもと経済にも取り上げて頂きまし
た。私の知り合いやお客様にも『ロータリーさんは素晴らしい

今月・来月の行事
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

活動をされていますね。
』と、嬉しいお声を掛けていただきまし
た。このような地道な活動が熊本南 RC の認知度を高め、ひいて
は RC 全体の認知度向上に繋がっていくと感じました。それと今
年度は早くも大勢の新入会員の方に入会して頂きました。

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

本当にうれしい限りです。しかしながらコロナの影響で

委員会報告

お酒や食事を楽しむ機会が激減し、懇親を深める事が出

●社会奉仕委員会（森本康文君）

来ていないのが非常に残念です。コロナの第 7 波も少し
落ち着きをみせてきましたので、新入会員の方と少しず
つ親睦の機会を増やして頂きたいと思います。
以上、会長報告です。
皆さま、こんにちは。ご案内しておりました、本日

出席報告（中嶋亜志火君）

の社会奉仕委員会 IM は取り止めいたしますのでお知

会員数

出席数

出席率

６５名

４７名

７３．４４％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

らせ申し上げます。
●親睦活動委員会（松茂信吾君・矢野嘉宏君）

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）
ございません。

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より 9/28（水）
北口会長年度ゴルフコンペのご案内です。是非多数の

例会変更のお知らせ

ご参加をお待ちしております。また、併せて景品も募

○北 RC～定款に基づき休会
[日

集しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いい

程] 9 月 15 日（木）18：30～

たします。

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

（詳細は下記のとおり）

程] 9 月 20 日（火）12：30～

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 9 月 21 日（水）12：30～

【日

時】2022 年 9 月 28 日（水）8：00 スタート

【場

所】あつまる阿蘇赤水ゴルフ俱楽部

【参加費】3,000 円

[変更後] 9 月 17 日（土）9：00～
[場

所] 広安愛児園

［誕生祝］

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 9 月 22 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 9 月 22 日（木）13：00～

○西南 RC～オンライン例会に変更
[日

程] 9 月 29 日（木）12：30～

○りんどう RC～夜例会に時間変更
[変更前] 9 月 29 日（木）13：00～
[変更後] 9 月 29 日（木）19：30～
新入会員自己紹介 1回目（際田赳久君）

氏名：際田赳久（きわた

たけひさ）君

生年月日：1983年年9月2日
出身：熊本県
勤務先：千里殖産株式会社
推薦者：喜讀宣友君・倉嵜保広君

2

［結婚祝］

堀川貴史君

9.3

雑賀庸泰君

9.5

井上雅文君

9.3

三角雄介君

9.6

中嶋亜志火君

9.5

古財良一君

9.10

丸山浩之君

9.14

雑賀庸泰君

9.15

澤田貴宏君

9.17

大津英敬君

9.22

坂本幸樹君

9.27

堀川貴史ガバナー報告

○渕田俊郎君・堀川貴史君・野口泰則君・齊藤直信君
喜讀宣友君・倉嵜保広君・原

裕一君・坂本幸樹君

德永隆正君・桑原幸雄君・告坂和紀君・網川

久君

林田公治君・田嶋明彦君
際田赳久さんの入会を心より歓迎いたします。歴史と
伝統ある熊本南ロータリークラブです。ロータリーラ
皆さま、こんにちは。私ども 2720 地区は 10 月 24

イフを共に楽しくやってまいりましょう。

日の「世界ポリオデー」に向けて、2022 年 10 月 22 日

○久峨章義君・後藤

（土）～23 日（日）熊本市の花畑広場で行われる熊本

博君

新入会員 千里殖産株式会社 際田赳久様のご入会を

マチナカ音楽祭との連携を図りながら、サクラマチプロ

心より歓迎いたします。

ム ナードを中心にサンロード新市街・下通アーケード

○河津延雄君・永井富士雄君・馬場大介君・園田修司君

にて 10 月 23 日（日）にポリオ根絶募金活動を開催す

井上雅文君・西川尚希君・森本康文君・谷口英樹君

ることといたしました。当日は「END POLIO NOW」の T

山口

シャツを参加者全員に着用いただき大々的に行いたい

際田赳久様のご入会を心より歓迎いたします。また、

と思っております。会員の皆さま、ご家族の方、会社関

本日の卓話者 土田健嗣会員の保険小話を楽しみにし

係の方等、多数のご参加をよろしくお願い申し上げます。

ております。

競君

○内田泰生君・野田和宏君・矢野嘉宏君・福田崇九君
後藤

博ガバナー補佐報告

本日の卓話者 ほぼ九州男児の土田健嗣会員の卓話を
楽しみにしています。また、新入会員の際田赳久様を
歓迎いたします。
○際田赳久君
この度は歴史と伝統ある熊本南ロータリークラブに
入会させていただき誠にありがとうございます。本日

皆さま、こんにちは。RI 第 2720 地区 熊本第 4 グルー

よりお世話になります。よろしくお願いいたします。

プ IM（インターシティーミーテング）のご案内です。先

○西川尚希君

Ⅹ

ほど堀川ガバナーよりお話がございましたが、今年度は

昨日、バドミントンのジャパンオープンで山口茜選手

10 月 23 日開催のポリオ根絶募金活動に併せ、同日 10：

が優勝いたしました。1 週間前にも世界選手権で優勝

00～11：00「くまもと森都プラザホール」にて開催予定

して本当に良かったです。また、土曜日は嘉島町のサ

です。セミナー講師は永田壮一パストガバナー、登録料

ッカー強化拠点「COSMOS（コスモス）」の落成式があ

は無料です。多数の方にご参加いただければと思います。

りました。藤山会員おめでとうございます。熊本のス

特に新入会員、5 年未満会員の方にはご参加をお願いい

ポーツがより盛り上がる感じがした週末でした。喜び

たします。また、当日は運営のお手伝いをお願いいたし

のスマイルです。

たくお声掛けさせていただきますので、ご協力のほどよ

○内田泰生君

ろしくお願い申し上げます。

欠席が続きましたのでお詫びのスマイルです。昼夜を
問わず現場に出ておりました。おかげさまで床屋にも

●スマイルボックス（大津英敬君）
○北口
網川

行けず、数年ぶりに寝癖ができました。

誠君・坂本研一君・三角雄介君・告坂和紀君

○興梠一喜君

久君・丸山浩之君

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

際田赳久さんの入会を心より歓迎いたします。偉大な
る父の下、ロータリーメンバーを引き継がれた心意気

●会員卓話（告坂和紀君）

でロータリーライフを楽しんでください。また、本日

「新入会員卓話」

の卓話者 土田健嗣会員に心から感謝いたします。先

土田健嗣君

週から楽しみにしていました。本日はよろしくお願い
いたします。
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■RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「2024-25 年度国際ロータリー会長にステファニー A.
アーチック氏が選ばれる」

マクマリー（McMurray）・ロータリークラブ（米国ペ
ンシルバニア州）会員であるステファニー A. アーチ
ック氏が、会長指名委員会により 2024-25 年度国際ロ
ータリー会長に選ばれました。アーチック氏は女性と
して史上二人目の国際ロータリー会長となります。対
抗候補者が出なければ、9 月 15 日に会長ノミニーとし
て宣言されます。 新型コロナウイルスの大流行、気
候変動による災害、多くの地域での紛争など、世界が
非常に大きな課題に直面する中で、これらの課題を乗
り越えるためのビジョンとプランをロータリーが提
供できると、アーチック氏は言います。「危機的な課
題を乗り越え、解決するためにロータリーのリーダー
たちが取る措置は、組織を強くし、将来の出来事に対
する組織の回復力を高めるもの」とアーチック氏。
「こ
のような重要なリーダーシップは、奉仕し、危機を解
決するためにロータリアンが行動人として力を合わ
せるなら、それがライバル同士であっても、新しいレ
ベルの協力を生み出します」組織再編を優先すること
が極めて重要だと、アーチック氏は言います。「ロー
タリーは 200 以上の国と地域で活動しています。ロー
タリアンが協力して奉仕や高潔性の推進、世界理解と
親善、平和の推進に取り組む上で、地域差が及ぼす影
響を理解し、それに対応することで、ロータリーはよ
り効率的、効果的になる可能性を秘めています。その
ことを認識することがとても大切です」とアーチック
氏。アーチック氏は、コンサルティングと研修を専門
とする Doctors at Work LLC 社の共同経営者兼最高執
行責任者です。ペンシルベニア州立インディアナ大学
でリーダーシップ学の博士号を取得。地域社会で数々
の団体の理事を務め、Zonta International や Sons of
the American Revolution といった団体から表彰され
ています。1991 年にロータリー入会。ベトナムに赴い
て小学校建設を援助したほか、ドミニカ共和国では浄
水フィルタの設置を援助。複数のスラブ系言語を学び、
ウクライナの新ロータリアンへのメンタリングやポ
ーランドでのロータリー財団補助金プロジェクトの
調整役もこなしました。
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