
 

第２４回例会 

（通算第１５７６回） 

令和５年２月３日 

点 鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング  「奉仕の理想」 

来訪者紹介         （穴井 祐志朗 会長）  

 

熊本市立清水中学校  佐 々 尚 二 様 

  

熊本市立出水南中学校 西 田 幸 司 様 

 

会長の時間         （穴井 祐志朗 会長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年２月３日金曜日熊本中央ロータリーク

ラブ第２４回目の例会です。 

今日のご来訪者は、清水中学校より佐々先生、出水

南中学校より西田先生です。 

今月のロータリー月間は平和と紛争予防・紛争解決

月間となっております。折しも今月２４日はロシア

のウクライナ侵攻で１年となります。 

今日、紛争・暴力・弾劾・人権侵害によって家を追

われた人の数は７０００万人で、その半数が子供で

す。２０２２年度でも５６地域で起こっています。 

このような状況を、私たちは絶対に受け入れる事は

出来ません。ロータリーは、異文化交流を通じて相 

 

互理解の心を育て、紛争解決のスキルを備えた人材

の育成を通じて平和な世界づくりを促進しています。 

人道的組織として、平和はロータリーの使命の礎と

なるものです。私たちは、地域社会での平和構築の

ために人びとが協力すれば、その変化が世界的な影

響を生むと信じています。 

ロータリー会員は、奉仕プロジェクトや平和フェロ

ー・奨学生への支援を通じ、貧困、差別、民族間の

衝突、教育機会の欠如、リソース（情報源）の不平

等な配分といった紛争の根底にある問題に取り組む

ために行動を起こしています。 

ロータリーは、新たな課題に応えるために平和構築

へのコミットメントを高めています。ロータリーが

未来にインパクトをもたらすには何ができるか、持

続可能な変化を目指すロータリーのビジョン声明を

どのように実現できるか、といった課題に取り組む

べく、ロータリーは「平和構築」の定義をさらに広

げ、より多くの人が平和構築に参加できる方法を見

つけることで、団結と幅広い参画による平和という

概念に基づくアプローチをロータリーは、平和が可

能となる環境を築いています。  

話は、大きくなりましたが、平和な環境をつくる。 

私達が出来るお互いの相互の親睦・交流もひとつで

はないかと思います。 

 

出席報告          （山代 敏男 委員）    

 
会員数 

出席 

者数 

欠席 

者数 
出席率 

今回 

5. 2. 3 
 28（26） 23 3 88.46% 

出席規定免除者 2名 

メーキャップをお忘れなく！！ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/strategic-plan


幹事報告            （大熊 暢子 幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆例会変更        無し 

☆例会取り止め  ※赤日サイン受付ございません。 

・熊本城東ＲＣ   ２月 ６日（月） 

定款による取り止め 

☆到着文書 

・【熊本中央ＲＣより】 

 ２０２３年熊本市域ＲＣ新春合同例会 会計報告 

・【ロータリー情報研究会より】 

 ロータリー情報冊子ご案内 

 ※購入時は事務局へお知らせ下さい。 

・【株）クマヒラ・ホールディングス熊平会長 

（東京ＲＣ会員）より】 

 「抜萃のつづりその八十二」 

☆ご連絡 

・次週２/１０（金）祝日週の為、休会。 

 

※本日例会終了後、定例理事会を開催致します。 

 

２月の結婚・誕生 

☆結婚記念日 

・上 原 大 助 会員   Ｓ４８． ２． ７ 

☆誕生日 

・増 岡 範 昭 会員   Ｓ２９． ２．２１ 

・穴 井 祐志朗 会員   Ｓ３７． ２．２１ 

・長 田 浩 志 会員   Ｓ４１． ２．２２ 

 おめでとうございます！！ 

 

 

 

 

委員会報告 

☆友好クラブ推進委員会     福田 博之 委員 

・吹田西ロータリークラブ様の例会訪問について 

ご参加の方には本日関係資料をいただきました。

ご確認ください。 

1、 切符  

2、 大阪いらっしゃいキャンペーン参加 

(全国旅行支援)同意書  

3、 旅程表  

4、 2月 13日 大阪到着後の予定 

5、 大阪いらっしゃいキャンペーンのク-ポン 

6、 その他必要な書類のご案内 

お手元の資料と別に持参いただく書類があります。 

忘れられたり、または不備の場合、後日値引き分

5000 円が追加請求となりますので、くれぐれも 

ご注意ください。 

① 本人確認書類 (一般的に免許証・マイナンバ

ーカード・保険証) 

② ワクチン接種(3 回以上)記録書または接種歴

を確認できる接種券(コピー・写真・アプリ可) 

③ 陰性証明書 旅行の前日起算の 3日以内 

7、 宿泊税について 

チェックイン時に 100 円徴収されます。大坂独自

の税の為、パック料金に含められませんでした。

お手数ですが各自 100 円のお支払いをお願い致し

ます。 

 

☆公共ｲﾒｰｼﾞ委員会（雑誌） 

        坂口 滋一 会長エレクト 

・ロータリーの友 ２月号紹介 横組み 5ｐｇ 

RI会長ジェニファー・ジョーンズさんのメッセー

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」素晴らしい記事です！ 

また配布されております「抜萃のつづり」の最初

の『父の手拭い』は感動の一文です。是非読んで

ください‼ 

 

スマイル報告      （田中 弘一 委員） 

◎ 穴井 祐志朗・大熊 暢子 君 (2,000円) 

清水中学校佐々尚二先生と出水南中学校西田幸司

先生のご来訪心から歓迎致します。本日は２月３日

節分の日です。豪快に豆を放って春を呼び込みたい

と思います。さて、本日毎年恒例行事となりました 

ソフトテニス大会の為、佐々先生と西田先生がお越

しになられました。子供達の教育の為、日々尽力さ

れていることに敬意と感謝の念を表します。そして

フォーラムを開催致します。皆様活発な御意見をお

待ちしております。なお、例会後理事会があります。

どうぞ宜しくお願い致します。 

◎ 龍  義則 君（2,000円） 

 ２月に入りました。暦の上ではもう立春を迎えま



す。このまま一気に暖かくなるとは思えません。寒

暖差は体調に影響があるでしょう。注意しましょう。

もうじきソフトテニス大会があります。佐々先生、

西田先生お疲れ様です。宜しくお願い致します。 

◎ 子出藤 税 君 

 本日１８：１５ＲＫＫの『ゲツキン』で私がテレ

ビに出ます。熊本のテレビ番組を汚して申し訳あり

ません。 

◎ 上原 大助 君 

 結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。

金婚式になりました。 

◎ 小椋 美智男 君 

 佐々先生、西田先生のご来訪心より歓迎致します。 

佐々先生とは毎年お会いして十数年、白いものが少

しずつ目立ってきましたが、お元気そうで何よりで

す。 

◎ 田中 弘一 君 

 明日は立春です。今期も後半になり残り５カ月と

なりました。会員のスマイルへの協力をお願いしま

す。 

 

卓話 

熊本県ソフトテニス連盟中学部渉外担当 

     佐 々 尚 二 様 

          西 田 幸 司 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２６回熊本中央ＲＣ旗争奪九州中学生 

ソフトテニス大会について 

日時：令和 5年 2月 25日（土）・26日（日） 

会場：パークドーム熊本 

 

クラブフォーラム  

 国際奉仕委員会 増岡 範昭 委員長 

『台湾桃園景福 RCとの姉妹締結について』 

 

２・３月例会予定 

〇 ２月１７日（金）１２：３０～ 通常例会 

〇 ２月２４日（金）祝日週休会 

〇 ３月 ３日（金）１２：３０～ 通常例会 

〇 ３月１０日（金）１８：３０～ 通常例会 

〇 ３月１７日（金）１２：３０～ 通常例会 

〇 ３月２４日（金）祝日週休会 

〇 ３月３１日（金）１８：３０～ 移動例会 

  於：グリルクドウ（花見例会へ例会変更） 

 

クラブ行事予定 

〇 ２月２５日（土）２６日（日） 

  第２６回熊本中央ＲＣ旗争奪 

九州中学生ソフトテニス大会 

〇 ３月 ５日（日） 

 台湾桃園景福ＲＣ３０周年記念式典 

 

地区行事予定 

〇 ２月２５日（土）10：00～17：30 

  ＲＬＩパートⅡ（於：ホルトホール大分） 

  その後懇親会（於：アートホテル大分） 

  登録者：坂口会長ｴﾚｸﾄ 

〇 ３月１１日（土）～１２日（日） 

  会長エレクト研修セミナー（於：日田） 

  登録者：坂口会長ｴﾚｸﾄ・波佐間部門長 

 

定例理事会報告     Ｒ5.2.3例会終了後 

１． 台湾桃園景福 RCとの姉妹締結について 

⇒ 姉妹締結する 

２． 地区補助金専用口座通帳について 

⇒ 代表者変更し継続使用する 

３． 新会員委員会配置について 

⇒ 会長へ一任 

   

 

 

 

 

誤字・脱字・文章の不備は、ロータリーの友情に   

よりお許し下さい。会報担当委員長 藤本 真一 


