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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

2/24 地区新会員オリエンテーション 

＠ZOOM 

2/25 RLIパートⅡ＠ホルトホール大分 

2/27 第 3 回クラブ協議会 

 

 

 

 
令和５年（2023）年２月１３日 
斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 

福田崇九君の新入会員卓話「熊本から世界へ発信するステージ」より  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は福田崇九会員の新入会員

卓話です。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて、本日は少し私の仕事に関するお話です。毎年、日本か

ら世界中に輸出される中古自動車は、約 150 万台です。年を追

うごとに輸出される台数は増えています。輸出先上位は 1 位ロ

シア、2 位 UAE、3 位ニュージーランド、4 位チリ、5 位ケニア、

6 位モンゴル、7 位タンザニア、8 位南アフリカ、9 位フィリピ

ン、10 位パキスタンとなっています。ロシアの起こした戦争直

後ロシアは大きく順位を落としましたが、ここにきて再度 1 位

に返り咲いています。世界中が経済制裁を行っているにも拘わ

らず、日本から輸出が行われているのは個人的には納得がいき

ません。弊社は中古車の輸出はしておりませんが、自動車の中

古部品を海外に輸出しています。弊社の輸出部品の販売額構成

比率は 20～30％に上ります。 
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比率は 20～30％に上ります。40ｆのコンテナ月 5 本ほど

の量です。ロシアの軍事侵攻直前までロシアのバイヤー

さんが常駐していましたが、侵攻直後に弊社からはロシ

アに対して部品を輸出しない方針を決定しましたので

バイヤーさんには直ちに帰国して頂きました。弊社に来

ていたバイヤーさんはとても温厚でいい方でしたし、本

人には全く罪はありませんでしたので非常に複雑な心

境でした。一日でも早くこの戦争の終結を心から願いま

す。 

以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

ございません 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 21 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 23 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2 月 24 日（金）12：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 2 月 28 日（火）19：00～ 

[場  所] 松屋本館 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

 

 

 

 

 

まず、縦書き P.5の RI 会長メッセージ「女児のエン

パワメントは、公平性以上のことをつくりだす」の記

事です。エンパワメントとは社会的地位の向上ですの

で、女児や女性の公平性を創造するということだけで

はなく、健康や教育に関することもあります。アプロ

ーチは違っても、常に基本的人権の問題です。そして

今や、ロータリーの会員とパートナーがこの目標に向

けてどのように進んできたのか、もっと情報発信をし

ていくべきとあります。P.6「2月23日は、ロータリー

創立記念日」です。P.7～19、AFP 通信フォトグラファ

ー 千葉康由氏の写真が掲載されています。P.10は昨

年5月に撮影されたウクライナの女性兵士の写真です。

P.17に「自分が期待した状況でなくても、正直に取材

現場を伝える。それが報道。」と述べられています。

P.20、大阪ロータリークラブ創立100周年の祝賀会の

様子です。P.23、西天草 RC のポリオ撲滅キャンペー

ンの記事が出ています。P.30～31に面白い記事が出て

います。読んでみてください。 

縦書き P.4～8「人との出会い 他者のために生きる」

より、2022年4月28日 RI 第2530地区 二本松 RC60周年

記念講演要旨、セブン銀行特別顧問・東洋大学理事長 

安齋 隆氏の記事です。特に P.8、3人の総裁に仕えま

したが「日銀の目的は、国民のためにある」という思

いで取り組み、自身が企業のトップにいた時は「お客

様のため」、大学では「学生のため」というように、

対象となる人は変わっても、他者のために生きる、と

いうことは変えていません。と述べられています。

P.15「俳壇」に日田 RC 梅野啓子会員の句、P.16「友

愛の広場」に八代南 RC 下田和利会員の記事、P.26に

大分 RC の記事です。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。先週もお話しましたが、姉妹

クラブの台北大同扶輪社例会参加のご案内です。例会

は4月28日（金）で、今回4月27日（木）～29日（土）

の2泊3日のツアーを園村会員に企画していただきま

した。後ほど事務局よりご案内いたしますので、参加

希望の方はお申し込みのほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

■一般社団法人 R 寿崎奨学会報告（渕田俊郎君）  

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。昨年、当奨学会の今後の運営

について皆さまにアンケートをお願いいたしました。

その結果を踏まえ、1月23日に理事会を開催し、当奨

学会の「解散」が決定しました。今後の運営は他団体

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４３名 ６７．１９％ 

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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に引き継ぐことになりますのでご報告申し上げます。

また、進捗状況につきましては都度ご報告いたします。 

 

●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 

 本日の卓話者、エンターテイナー 福田崇九君に感謝

いたします。ドキドキワクワクの卓話になると思いま

すので楽しみにしています。本日はよろしくお願いい

たします。 

○川崎 博君・濵﨑剛自君 

 本日の卓話者 福田崇九会員に心から感謝します。 

○河津延雄君・漆島典和君・園田修司君・古財良一君 

 井上雅文君・興梠一喜君・森本康文君・野田和宏君 

 内田泰生君・大津英敬君 

 本日の卓話 福田崇九君の「熊本から世界へ発信する

ステージ」楽しみにしています。また、事務局よりチ

ョコレートの心遣いありがとうございます。 

○渡辺 茂君・土田健嗣君・際田赳久君・園村誠也君 

 本日の卓話者 福田崇九さんにスマイルします。お話

楽しみにしています。頑張ってください。また、事務

局からのチョコレート美味しかったです。 

  

●会員卓話（網川 久君） 

「熊本から世界へ発信するステージ」  

            福田崇九君 
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■2/8（水）熊本南 RAC 例会 

  

  

 

 

 

 

2 月 8 日（水）国際交流会館にて熊本南 RAC の 2 月

第 1 例会が開催されました。メインプログラムでは

コミュニケーションスキルの向上を目的として、カ

ードゲームを使用し、カタカナを使用せずカタカナ

の答えを当てるというものでした。身振り手振りも

駆使しての白熱したメインプログラムとなりまし

た。 

【例会予定】 

2/27（月） クラブ協議会③  

3/6（月） 会員卓話 際田赳久君 

3/13（月） 調整中 

3/20（月） 会員卓話 谷口英樹君 

3/27（月） 定款に基づき休会 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

2月6日にトルコとシリアを襲った壊滅的な地震では、

数万人の死者が出ており、何千もの家屋や建造物が倒

壊し、冬の寒さの中で大勢の人が住む場所を失ってい

ます。このような悲惨な状況を受け、世界中のロータ

リー会員が直ちに支援に乗り出しています。ジェニフ

ァー・ジョーンズ RI 会長は、被災地と連絡を取りあ

って対応を開始し、被災地のガバナーが災害救援補助

金を申請するよう、またロータリーによる支援を広げ

るために現地での救援活動について情報を提供する

よう呼びかけました。ロータリー財団管理委員会は、

現時点から 3 月 31 日までに災害救援基金（一般）に

寄せられたすべての寄付を、今回の地震の被災者救援

プロジェクトの支援に使用することを決定しました。

管理委員会はさらに、この地震で被災したロータリー

地区が地区救援補助金を通じて 125,000ドル以上を利

用できるようにしました。ロータリーのプロジェクト

のパートナーであるシェルターボックスも、被災地の

ニーズと対応方法を調べるため、現地に緊急対応チー

ムを派遣しました。このチームがロータリー地区のリ

ーダーと連絡を取り合っています。ロータリーの奉仕

のパートナーであるハビタット・フォー・ヒューマニ

ティ・インターナショナルも現地での対応にあたって

います。被災地への支援方法について多くのロータリ

ー会員から問い合わせが寄せられています。最も効果

の高い支援方法は以下の通りです。 

・ロータリー財団の災害救援基金に寄付する 

ご寄付は、大きなニーズのある被災地でのクラブと地

区による救援・復興支援活動に役立てられます。基金

の資金は、災害救援補助金を通じて被災地に支給され

ます。災害救援基金へのご寄付は、現金寄付と地区財

団活動資金（DDF）で受け付けています。 

・現地での活動を支援する 

クラブと地区による現地での救援・支援活動について

情報が入りつつあり、ロータリーとしての支援方法に

ついて情報を提供していきます。支援をご希望の方は、

現地のロータリー会員と直接協力してこれらのプロ

ジェクトをご支援いただけます。 

 

https://my.rotary.org/ja/disaster-response-fund
https://www.rotary.org/ja/our-causes/disaster-response

