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令和５年（2023）年３月６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」 

 

来訪者紹介 

ございません 

際田赳久会員の新入会員卓話「弊社について」より  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は際田赳久会員の新入会員

卓話です。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて、中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業

景況調査」によれば、全ての業種において従業員数はマイナス

傾向に。とりわけサービス業や建設業などで人手不足が顕著と

なっています。日本国内の企業において全体の約半分ほどが人

手不足に悩んでいることがわかりましたが、中でも中小企業に

おいては深刻化している傾向にあります。厚生労働省の発表し

ている「我が国を取り巻く人手不足等の現状」によれば、大企

業よりも中小企業の方が人手不足に悩んでおり、とりわけ建設

業やサービス業などの業界を中心に人手不足が感じられてい

るようです。熊本では TSMC の進出、ソニーの新工場、更には

TSMC の第二工場の計画も決定したようで、県下での人材確保は

更に困難になると予想されます。 
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更に困難になると予想されます。また多くの大企業で

は賃金の大幅アップも発表され、いわゆる弊社のよう

な零細企業も出来る限りの待遇改善を迫られています。

熊本南 RC のメンバーの中にもご商売をされ、従業員の

方を大勢雇用されておられる企業も沢山あります。と

りあえず弊社では完全週休二日制と仕事の効率化を図

り仕事時間短縮を目標に今年の 4 月に向けて鋭意努力

中です。皆様同じような悩みを抱えておられる会員さ

んもいらっしゃると思いますので、皆様とお酒でも呑

みながらじっくりお話をお聞きしたいと思います。い

やはや、経営者にとっては苦難の時代になりました。 

以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

1.RI 第2720地区 堀川貴史ガバナーより「トルコ・シリ

ア大地震被災地への対応について」届いております。 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3 月 7 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 5 日（日）10：30～ 

[場  所] 維和島 

○西南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 9 日（木）18：30～ 

[場  所] ビアレストランオーデン 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 9 日（木）19：30～ 

[場  所] のぐち酒屋 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 21 日（火）12：30～ 

○平成 RC～ガバナー公式訪問例会のため時間変更 

[変更前] 3 月 22 日（水）18：30～ 

[変更後] 3 月 22 日（水）18：00～ 

○西南 RC～オンライン例会に変更 

[日  程] 3 月 23 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 23 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 24 日（金）12：30～ 

○05 福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 28 日（火）7：00～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 28 日（火）9：00～ 

[場  所] 熊本市総合体育館 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 29 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 30 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

 [日  程] 3 月 30 日（木）13：00～ 

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 31 日（金）12：30～ 

[変更後] 3 月 31 日（金）18：30～ 

[場  所] グリルクドウ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4 月 5 日（水）12：30～ 

[変更後] 4 月 5 日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

 

地区 RLYA 委員会報告（古財良一君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。地区 RYLA 委員会より「RYLA（青

少年指導者養成プログラム）セミナー」のご案内です。

5月19日（金）～21日（土）に御所浦交流センター・近

海で開催されます。このセミナーは30歳までの若い方が

対象で、新しい友人をつくり、楽しみながらリーダーシ

ップのスキルを磨いていこうというものです。よい経験

になると思いますので、是非多数のご参加をお待ちして

おります。 

また、地区より一点お願いがございます。4月14日（金）

～16（日）開催の地区大会で、短い時間ではありますが

故 寿崎 肇 PG の追悼時間を設ける予定です。秘蔵写真

等お持ちでしたら是非お知らせください。ご協力のほど

お願いいたします。 

 

 

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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委員会報告 

●親睦活動委員会（西原口香織君） 

  

 

 

 

 

 

  [誕生祝］         ［結婚祝］        

土田健嗣君   3.1   永井富士雄君  3.2 

今村浩昭君    3.4      丸山浩之君    3.2 

漆島典和君    3.9      高宮 宏君    3.6 

後藤 博君   3.14    濵﨑剛自君    3.17 

桑原幸雄君    3.15       

古財良一君    3.26       

園田修司君    3.27 

川崎 博君    3.27 

 

   

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[誕生祝］ 

 

●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 

 本日の卓話は千里殖産株式会社の際田赳久会員です。

最近の住宅事情など色々教えてください。本日はよろ

しくお願いいたします。 

○野口泰則君 

 際田赳久会員の新入会員卓話、楽しみと不安でドキド

キです。頑張ってください。本格的ロータリーデビュ

ーですね。 

 

○河津延雄君・倉嵜保広君・井上雅文君・興梠一喜君 

森本康文君・大津英敬君 

 本日の卓話者「きもちのいい、くらし。」千里殖産株

式会社 代表取締役社長 際田赳久会員にスマイルい

たします。卓話楽しみにしています。頑張ってくださ

い。 

○渡辺 茂君・土田健嗣君・西原口香織君・坂本仲俊君 

 福田崇九君・園村誠也君 

 本日の卓話者 際田赳久会員のお話を楽しみにしてい

ます。 

○坂本幸樹君 Ⅱ 

 2月13日に急に左耳が耳鳴りして全く聞こえなくなり

ました。突発性難聴と診断され、2 月 15 日から入院し

ていました。ステロイドの点滴治療や高気圧酸素治療

などで元の聴力まで戻ってきたので入院 14 日で退院

することができました。今日の際田君の素晴らしい卓

話を両耳で聞けるのでとても幸せです。 

○谷口英樹君 

 本日の卓話者 際田赳久会員に心から感謝します。 

先週の例会でご紹介させていただいた、新入会員向け

MyRotary の登録手引きをご案内いたしました。分から

ない点等ございましたらお気軽にお問い合わせくだ

さい。また、来週は出張のため欠席いたします。お詫

びのスマイルです。 

○漆島典和君 

 本日の卓話者 際田赳久会員に心から感謝します。私

事ですが、娘の美音が今日午前 10 時、熊高に合格し

ました。これもひとえに九学 OB の会員の皆さま、熊

高 OB の皆さまのお陰と感謝しスマイルいたします。

父親に似たかな・・・ 

○喜讀宣友君 Ⅱ 

 地区大会の実行委員会懇親会の会計をしましたら、な

ぜか 1,000 円多く集まりましたのでスマイルします。

また、本日の卓話者 際田赳久会員に感謝してスマイ

ルします。卓話期待しています。 

○高宮 宏君 

 本日 3 月 6 日は結婚記念日です。また、家内の誕生日

でもありますのでスマイルします。 

 

●会員卓話（告坂和紀君） 

 「弊社について」        

際田赳久君 
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【例会予定】 

3/20（月） 会員卓話 谷口英樹君 

3/27（月） 定款に基づき休会 

4/3（月） 会員卓話 興梠一喜君 

4/10（月） 会員卓話 雑賀庸泰君 

 4/17（月） 地区大会に振替のため休会 

 4/24（月） 外部卓話 下川伸也様（国立研開発法人水

産研究・教育機構 水産大学校 校長） 


