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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

2/11 補助金管理セミナー＠パトリア日田 

2/27 第 3 回クラブ協議会 

 

 

 

 
令和５年（2023）年１月２３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 

木村眞実様（長崎大学 経済学部准教授） 

ソウ・ウゼン君（米山奨学生） 

長崎大学 経済学部准教授 木村眞実様、卓話をありがとうございました。  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、新年明けましておめでとうございます。改めまして、

昨年は私の年度に多大なご協力をいただき誠にありがとうござ

いました。本日 23 日が熊本南 RC としての一回目の例会になり

ますが、残すところあと半年よろしくお願い致します。 

まず、6 日金曜日はニュースカイホテルにて、熊本市域 RC 新

春合同例会が行われました。総勢 370 名ほどの参加があり、当

クラブからも約 40 名の方にご参加いただきました。今回は堀川

ガバナーが地区行事で不参加でしたので、ありがたい新年のお

言葉が聞けなかったのが大変残念ではありましたが、新年の熊

本市域 RCの第一回の合同例会としては皆様とお会いしご挨拶を

交わすことができた良い機会でした。 

さて、本日の卓話ですが、私からお願いして長崎大学准教授

の木村眞実先生にお越し頂いております。木村先生とは 10 年以 
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上のお付き合いで、専門はマテリアルフローコスト会計

などの会計学ですが、同時に自動車、バイクのリサイク

ルの研究をされております。最近では自動車から排出さ

れるバンパーなどのプラスチックの再資源化等の研究

は日本での第一人者です。我々の自動車リサイクル業界

に対しての非常に詳しい事から、研修会や勉強会等にも

講師として参加して頂いております。本日は皆様があま

り知らない世界のお話をして頂ける予定です。木村先生、

本日はよろしくお願い致します。 

 以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

1.R 財団より、ポールハリスフェロー表彰が届いており

ます。（西川尚希会員・漆島典和会員・原 裕一会員） 

2.姫路南 RC より12月週報が届いております。 

3.例会終了後「次年度臨時理事会」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。 

4.例会終了後、熊日倶楽部にて「一般財団法人 R 寿崎奨

学会理事会」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。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 1 月 30 日（月）12：30～ 

[場  所] 熊本県防災センター 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 30 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 31 日（火）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 10 日（金）18：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 24 日（金）12：30～ 

 

 

 

2023-24 年度臨時理事会報告（丸山浩之君） 

1.SAA の選出について 

⇒倉嵜保広会員が承認されました。 

 

ポールハリスフェロー表彰（北口 誠君） 

西川尚希君（1 回目） 

漆島典和君（2 回目） 

原 裕一君（8 回目） 

 

 

 

  

 

 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

 

米山奨学生 ソウ・ウゼン君へ1月奨学金の交付が行わ

れました。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

横書き P.3「創刊から70周年を迎えて」より、「友」

は日本における地区が二つに分割される際、互いの緊

密性維持と情報共有を目的に、1953年1月、3,300部を

もって創刊、現在、発行部数は約8万9,000部に至って

います。日本のロータリー34地区のロータリアンのた

めの機関誌として発行されています。とあり、読みや

すく、ためになる機関誌づくりに努めますとあります。

P.4、RI 会長の創刊70周年記念のお祝い記事です。P.9

「RI 会長メッセージ」には今後のロータリークラブの

在り方について書かれています。まず会員の満足度を

左右する最も大きな要因として、クラブでの体験だと

いうことです。クラブがどれだけ居心地よく感じられ

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４９名 ７７．７８％ 

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） 
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るか、クラブの例会がどれだけ意義のあるものか、ど

れだけ自分が奉仕プロジェクトに関わられていると

感じるか。クラブとの絆を実感すると退会しようとは

思わなくなるそうです。その絆を作るのは居心地の良

さ、そしてすべてのロータリー会員は平等であるとい

うことです。さらに今後の目標は女性会員の増強が第

一と主張されています。P.11、職業奉仕月間特集「私

のプライド、その仕事」より、各地区の色々な職業の

方の奉仕の記事です。P.22～25「第51回ロータリー研

究会」の記事より、今回の登録者にローターアクター

やロータリー学友が加わり、多様性が反映され活気に

満ちた会になったとのことです。ローターアクターや

学友の貴重な話が聞けたようです。P.25に世界ポリオ

デーフォトコンテスト ライズリー管理委員長賞の熊

本東南 RC 彌冨照皇会員の写真が掲載されています。

P.26～29「END POLIO NOW」より、熊本西 RC ポリオ募

金活動の記事、そして、P.28には10月23日開催されま

した我々熊本第3・第4グループ合同 IM 及びポリオ募

金の記事です。P.30～39「友 70周年」の歴史です。 

縦書き P.14、俳壇に宇佐 RC 磯永喜八郎会員と日田

RC 梅野啓子会員の句、柳壇に八代北 RC 清水明美会員

の川柳が出ています。P.16、人吉中央 RC 村田優子会

員の「青少年交換クラブへお礼のメークアップ」の記

事です。 

 

●親睦活動委員会（松茂信吾君・土田健嗣君） 

  

   

 

 

 

皆さま、こんにちは。1/26（木）「新年会」には40

名の方にご参加いただく予定です。多数のご参加あり

がとうございます。また、3/31（金）「花見の会」、日

程は未定ですが、歳祝いの会も計画中です。こちらも

多数のご参加をお待ちしております。よろしくお願い

いたします。 

[誕生祝]          [結婚祝]           

網川 久君  1.10      堀川貴史君   1.23 

坂本仲俊君   1.10      加藤和文君  1.11 

加藤和文君  1.22  

喜讀宣友君  1.25 

西原口香織君 1.25 

 

 

 

 

 

●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・告坂和紀君 

網川 久君・丸山浩之君 

 本日は新年 1 回目のホーム例会です。今年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。本日の卓話者は長崎大学 

経済学部准教授 木村眞実様です。ご来訪ありがとう

ございます。本日はよろしくお願いいたします。また、

米山奨学生 ソウ・ウゼンさんのご来訪を歓迎いたし

ます。 

○堀川貴史君 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。今年度あと半年、どうぞお付き

合いください。 

○後藤 博君・德永隆正君 

今年最初の例会にスマイルします。今年もよろしくお

願いします。 

○永井富士雄君・河津延雄君・井上雅文君・西川尚希君 

 松茂信吾君・大津英敬君・内田泰生君 

 今年 1回目の卓話 長崎大学経済学部准教授 木村眞実

様のお話を楽しみにしております。また、米山奨学生 

ソウ・ウゼン君のご来訪を歓迎いたします。 

○園田修司君 

 皆さま、明けましておめでとうございます。昨年は特

に良いことがなかったので今年は良いことがあるよ

う期待しています。米山奨学生 ソウ・ウゼンさんの

ご来訪を歓迎します。 

○漆島典和君 

 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いいたします。本日の長崎大学経済学部准教授 木

村眞実様の卓話が楽しみで楽しみで昨夜は一睡もで

きませんでしたが、所用のため早退いたします。申し

訳ありません。 

○三瀬広海君 

 毎年皆さまに大変ご好評いただいています、恵方巻を

今年も販売させていただきます。皆さま、どうぞよろ

しくお願いいたします！ 

○谷口英樹君 

 本日の卓話者 木村眞実様に心から感謝します。また、

ご来訪の米山奨学生 ソウ・ウゼンさんを歓迎いたし

ます。所用のため早退しますのでお詫びのスマイルで

す。 

○坂本仲俊君  

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 
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●外部卓話（西川尚希君） 

「使用済み品の再資源化で見てきたもの・こと」        

 木村眞実様（長崎大学 経済学部准教授） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

 2/6（月）  外部卓話 𣘺本 賦様 

          （自衛隊熊本地方協力本部長） 

2/13（月） 新入会員卓話 福田崇九君 

2/20（月） 外部卓話 原口美季様（農業/熊本南 RAC） 

2/27（月） クラブ協議会③ 


