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1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 外部卓話 木村眞実様（長崎大学 経済学部准教授） 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/26 新年会＠松葉 

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 

 

 

 
2023 年熊本市域 RC 新春合同例会 

令和５年（2023）年１月６日 

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

「ストリングス」 

司会 坂口滋一様・西川 文様（熊本中央 RC） 

開会・点鐘 穴井祐志朗様（熊本中央 RC） 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

2023 年 熊本市域 RC 新春合同例会＠ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイより  

ご来訪者及び参加クラブ紹介（穴井祐志朗様/熊本中央 RC 会長） 

熊本県副知事     田嶋 徹様 

熊本市長       大西一史様 

熊本県ロータリー奨学会 理事長     小野友道様 

RI 第 2720 地区パストガバナー        永田壮一様 

RI 第 2720 地区パストガバナー      硯川昭一様 

RI 第 2720 地区ガバナーノミニー     三村彰吾様 

RI 第 2720 地区 熊本第 3G ガバナー補佐  榎 主税様 

米山奨学生 魏 峰君（熊本 RC） 

米山奨学生 ソウ・ウゼン君（熊本南 RC） 

米山奨学生 ビャンバー,ムンフトルガ君（熊本東 RC） 

米山奨学生 ファン・ヒエウ・ミン君（熊本菊南 RC） 

米山奨学生 温麗萍君（熊本中央 RC） 

 

 

第２２回例会記録（通算第 2913 回）  
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代表会長挨拶（穴井祐志朗様/熊本中央 RC 会長） 

 

 

 

 

 

ご来賓の皆様、熊本市域 17ロータリークラブの皆様、

新年あけましておめでとうございます。 

私は今期、熊本中央ロータリークラブの会長を務めます

穴井祐志朗と申します。職業分類は「金物製作業」です。

どうぞ宜しくお願い致します。先ほどは童謡歌手のそが

みまこさんに新春合同例会に花を添えていただきまし

た。 

さて、市域 17 ロータリークラブの会長を代表いたし

まして、一言ご挨拶申し上げます。思い起こせば、昨年

の今頃も新型コロナウィルスの影響で飲食を伴う会合

は 厳しい状況でしたが、新春合同例会が２年ぶりに開

催され、少しずつ日常生活の兆しを感じたことを覚えて

います。以前に比べると日常生活も戻ってきたように思

えますが、規制緩和により年末年始の帰省や海外旅行の

増加で第 8 波に直面するなど、まだまだ油断ができない

状況です。ロータリークラブの活動を継続できるよう、

引き続き、感染対策をしっかり行い、一人一人に何がで

きるかを考えて取り組んでいきましょう。ところで、皆

様昨年の漢字をご存知でしょうか？「戦（たたかい）」

です。現代では考えられないと思っていたロシアによる

ウクライナ侵攻、新型コロナウィルスの「新しい変異株

（グリフォン・ケルベロス）」への対応など、昨年は暗

いニュースも多くありました。しかし、熊本には明るい

ニュースもあります、TSMCの工場建設です。これにより、

3 月には台湾との定期便もできるといわれており、少し

ずつ熊本のグローバル化が進んでいきます。大西市長も

仰っておられましたように、これから熊本の経済が盛り

上がっていくことを期待し、私もその一端を担う（共闘

すること）ことができればと思います。 

最後に、私の考えるロータリークラブ精神（「奉仕」

と「親睦」）について、お話しします。新型コロナウィ

ルスをはじめ、まだまだ世間には不安や心配事も多く存

在しますが、まずは私たちロータリー会員が相互に手を

取り合い、しっかり議論を重ねることで、必ず明るい未

来が見えてきます。中央ロータリークラブでも引き続き、

熊本市域の会員の皆様との親睦は勿論、姉妹クラブ「台

湾桃園景福ロータリークラブ」など、国を超えた親睦も

大切にし、一人一人が自ら「奉仕」の心を育む・学ぶこ

とができる機会を大切にしていきたいと思います。 

最後になりますが、本日ご臨席の皆様の益々のご活躍

とご健闘を心より祈念し、代表挨拶の言葉とさせていた

だきます。ご清聴、有難うございました。 

 

ご来賓祝辞（田島 徹様/熊本県副知事） 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。熊本市域ロータリ

ークラブの会員の皆様におかれましては、よき新春をお

迎えのこととお慶び申し上げます。また、日頃から県政

の推進に当たり、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。皆様が、社会的な課題に目を向けられ、その解

決に向けてそれぞれの地域において多岐にわたる社会貢

献活動に取り組まれておられることに対し、深く敬意を表

します。今年も、会員相互の連携をなお一層深められ、県

内における社会貢献活動の牽引役として、活躍していかれ

ますことを大いに期待しております。 

さて、昨年は、蒲島県政 4 期目の折り返しの年であり

ましたが、熊本地震、新型コロナウィルス感染症、令和

2 年 7 月豪雨という 3 つの困難の克服に向けて、県庁一

丸となって取り組んで参りました。また、熊本のポテン

シャルを最大限に生かして、災害からの創造的復興の先

にある、50 年後、100 年後の熊本の発展を目指す取組み

を進めています。その中で、（半導体関連産業について

は）世界最大手半導体企業である TSMC の本県進出決定

以降、20 件を超える立地協定が締結されるなど、半導体

関連産業の集積が進んでおり、熊本の未来を明るくする

ものとなっています。県経済全体の発展につながるよう、

波及効果の最大化と様々な課題解決に向けてスピード

クラブ名 参加人数 

熊本 60 

熊本南 44 

熊本東 31 

熊本江南 39 

熊本西南 17 

熊本北 4 

熊本東南 26 

熊本西 8 

熊本菊南 14 

熊本城東 25 

熊本グリーン 16 

熊本平成 14 

熊本西稜 16 

熊本水前寺公園 7 

熊本'05 福祉 5 

熊本りんどう 8 

熊本中央 27 

合計 361 
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感を持って進めて参ります。そうした意味でも本年は、

蒲島県政 4 期目の総仕上げに向けた大切な年です。誰一

人取り残すことなく、県民の皆様が夢を持って輝くこと

ができる熊本の実現に全力で取り組み、更なる発展を遂

げる新たな一年にしたいと考えています。 

ロータリークラブの皆様のこれまでの御経験と実績は、

熊本の更なる発展に向けて、大きな力となるものです。

皆様におかれては、引き続き御理解と御協力を賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

最後になりましたが、熊本市域ロータリークラブの皆様

にとりまして、本年が健やかで素晴らしい１年となります

ことを祈念いたしまして、新年の御挨拶といたします。 

 

ご来賓祝辞（大西一史様/熊本市長） 

 

 

 

 

 

新年、明けましておめでとうございます。本

日、熊本市域ロータリークラブ新春合同例会が

このように多くの皆様のご臨席のもと、盛大に

開催されますことを 心からお 慶び申し上 げま

す。熊本市域ロータリークラブの皆様におかれ

ましては、地域や青少年への支援活動はもとよ

り、新型コロナウィルス感染症やポリオ根絶へ

の対策支援、更には、ウクライナ避難民への物

資支援など、様々な社会貢献活動を展開されて

おられますことに、心から敬意を表する次第で

す。さて、昨年は、本市の政令指定都市移行か

ら 10 年の節目を迎え、多くの関係者の皆様方

のご協力のもと「第 4 回アジア・太平洋水サミ

ット」や、「第 38 回全国都市緑化くまもとフェ

ア（くまもと花博）」を開催し、成功裏に終え

るなど、コロナ禍の先の明るい未来に繋がる１

年となりました。市長として 3 期目の本格的な

スタートとなる本年は、これまで取り組んでき

た「地域主義」を更に発展させ、成熟した「地

域社会」の実現を目指し、具体的な方針として

「自然災害による被害からの脱却」「徹底的な

市民本位の生活の追求・ DX の推進」「上質な生

活都市くまもとを支える都市基盤整備」の 3 つ

を柱に取り組みます。なかでも、子どもを核と

したまちづくりを進めるため、本年 4 月に「こ

ども局」を創設し、子育て世帯への支援を充実

するほか、懸案の交通渋滞対策等に取り組み、

市民の皆様が安心か つ快適に暮らすこと がで

きるまちづくりを進めてまいります。今後とも、

市民の皆様との対話を徹底し、「誰もが憧れる

上質な生活都市くまもと」の実現に向け、全身

全霊で取り組んでまいりますので、皆様方にお

かれましては、なお一層のお力添えを賜ります

ようお願い申し上げます。結びに、本年が皆様

にとりまして素晴ら しい一年になります こと

を、心から祈念申し上げまして、新年の挨拶と

させていただきます。  

 

幹事代表報告（大熊洋子様/熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

1.地区事務所より1月ロータリーレートのお知らせが届

いております。（＄1＝\132） 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1 月 25 日（水）18：30～ 

[場  所] 創作和食 縁 

○西南 RC～オンライン例会に変更 

[日  程] 1 月 26 日（木）12：30～ 

○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 

○西 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～ 

 

スマイル報告（飯星宗美様/熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

スマイル金額合計 367,000 円 

公益財団法人熊本県ロータリー奨学会へ寄贈 

 

県 R 奨学会目録贈呈（穴井祐志朗様/熊本中央 RC） 
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次年度新春合同例会ホストクラブ挨拶 

（江上泰弘様/熊本グリーン RC） 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 

（坂口滋一様/熊本中央 RC 新春合同例会実行委員長） 

 

クロージングアトラクション 

 （そが みまこ様/童謡・唱歌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング（木村俊彦様/熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘（穴井祐志朗様/熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

1/30（月） 新入会員卓話 田嶋明彦君 

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（熊本南 RAC） 

2/27（月） クラブ協議会③ 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「RI 会長エレクトが 2023-24 年度会長テーマを発

表」 

 

 

 

 

 

 

 

サウス・クイーンズフェリー・ロータリークラブ（ス

コットランド）の会員であるゴードン R. マッキナ

リー国際ロータリー会長エレクトは、1 月 9 日、米

国フロリダ州オーランドで開催中のロータリー国

際協議会で講演し、2023-24 年度会長テーマ「世界

に希望を生み出そう」を発表しました。この講演で

マッキナリー氏は、問題を抱える国で平和を推進し、

紛争の影響を受けている人びとを助け、過去のリー

ダーたちが始めたイニシアチブを引き継いでいく

よう会員に呼びかけました。また、世界の注目を集

め、現在の期待をはるかに超える可能性を切り開い

ていくことを求めました。 

「私たちの目標は、破壊的な紛争から世界が立ち直

れるように、希望を取り戻すことです。そうすれば、

私たち自身のために持続可能な変化をもたらすこ

とが可能となります」とマッキナリー氏は述べまし

た。 

また、タイで出会った一人の女性の話を紹介しまし

た。そこでは、2004 年末に南アジアを襲った津波の

後で、ロータリー会員が家屋や集会場、保育・医療

施設の建設にあたっていました。津波で夫、娘、息

子を失くし、生計手段も失ったというその女性は、

マッキナリー氏にある物をプレゼントしました。そ

れは、美しい貝殻でした。 

「彼女は、ロータリーのおかげで前向きな気持ちを

取り戻すことができたと話していました。私たちは

彼女に希望を与えたのです」とマッキナリー氏。「こ

れこそ、ロータリーが世界にもたらしている変化で

す。この変化が、一つずつ希望を取り戻し、新たな

希望を生み出しています」 

 

 

 


