熊本東南ロータリークラブ

第 2720 地区

週報

創立 1984 年 4 月 4 日

2021 ～ 2022 年度国際ロータリーのテーマ

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために

●会長
●幹事

吉田
松岡

嘉昭
泰光

No.1758 令和 04 年 01 月 12 日 第 24 回例会

※例会日

毎週水曜日

１２：３０～

※例会場

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内



※事務所

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

TEL 354-4521 FAX 354-4053

※ URL

http://www.serc2720.org

※ email

serc@serc2720.org

■点鐘
■国歌斉唱「君が代」
■ロータリーソング
「四つのテスト」
( ソングリーダー

古田哲朗 )

■熊本東南ロータリークラブの歌「Joyful and Good」
( ソングリーダー

古田哲朗 )

■会長の時間（（会長エレクト 山田公也 )

■来訪者紹介（会長エレクト 山田公也 )

んで新春のお祝いを申し上げます。

米山奨学生

ティティコンサコルウオング，サクピシット君

■新会員紹介（会長エレクト
片岡貞志 君

あけましておめでとうございます。謹

（推薦者

松本

山田公也 )
繁

会員）

共同通信社の 2022 年国内景気に関す

類アンケートを見ますと、
「緩やかに拡
大」79％、
「拡大」5％と、合計 84％

の国内主要企業が拡大傾向と見込んで

います。主な理由として、
「個人消費の回復」や「コロナ収束」
、
「設
備投資の回復」であると記事は続いています。

一方、
「横ばい」と回答した企業の理由としては、
「コロナ対策は

十分でなく、
（経済が）コロナ前の水準に戻るには時間がかかる」
といったものや、変異株「オミクロン株」の脅威や原材料髙、円
安に伴う一部の生活必需品値上げなど、いまだ残る不安材料を挙
げる企業もあるようです。

このアンケート結果から、多くの企業が、コロナ収束の中で景気

■奨学金の授与

（会長エレクト
米山奨学生

山田公也 )

ティティコンサコルウオング，
サクピシット君

■誕生祝い

回復の期待を望んでいることを伺い知ることができます。政府は
現在、デジタル化を推進し、あらゆる施策で生産性向上、賃上げ
のバックアップを行っています。

現代の経営者には、この時代の変化を読み取り、洞察力・判断力・
実行力を持ち、自社経営をしっかり舵取りする能力が求められて
います。また、中小企業には、限られた資源（モノ、人、カネ）
の中から本当に必要なものを選び取り、集中投資して、売上を創
造していくことが求められています。

限られた資源の中で、人々に求められる売上、感謝される売上を
多く作っていきたいものです。

令和 4 年度税制改正大綱の目玉！！
1. 賃上げ税制 中小企業における所得拡大促進税制の見直し

－１－

概要

■一般

適用期限は 1 年延長（R6.3.31) されます。

１）

賃上げや人材投資を促す観点から、控除率を最大 40％に引き上げ、

光明童園より、「ひかりっ子新聞」の送付。
■クラブより
１）

第７回定例理事会は、１月１９日（水）例会後に開催よていです。
■今後の行事
2. 住宅ローン控除（個人所得課税）

2022 01 月 29（土）

概要

Zoom に

地区補助金セミナー

て開催

Zoom にて開催

杉本整哉、櫻井一隆（熊本東南 RAC）

①適用期限が 4 年延長されますが、控除率が 1％から 0.7％に引き
下げられます。

②省エネ性能の高い認定住宅等は、借入限度額が上乗せされます。
③適用対象者の所得要件が現行 3、000 万円以下から、2、000 万
円以下に引き下げられます。

■ロータリーの友紹介

（会報・雑誌担当委員

沼田敏雄）

※ 読んで欲しいページを紹介します。
左側ページより（横書き）
1. 表紙の紹介

P40 " 脇見運転はしないで！ ”

2. 1 月は職業奉仕月間です。
P7 ～ P13

特集職業奉仕月間

コロナ禍における私の職業奉仕

職業を通じて奉仕を実践する 3 人に直面する間題と「ロー
タリーアン」にできることを語ってあります。
寅年にちなんで、いくつかのことわざご紹介したいと思います。

3. ロータリーアクト奮闘記

・騎虎の勢い

P20 ～ P21

かりと走り続ける必要がある。
（後戻りができず、やるしかない時

してます。

男了生理用品を買う！？

勢いと弾みがついてしまっいた場合、途中で止めず最後までしっ

大阪酉南 RAC 男性ロータリーアクトの体験レポートを紹介

に使う）

これからは目を背ける事なく男性も意識改革が必要となり
ます。

・虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

4. ロータリーの親睦

単に物を残すというだけではなく名誉や功績を残すことの大切さ
を示したことわざ）

ガイ・ガンディーはロータリーの親睦はロータリーと云う苗木

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

P29

が成長する為に、その根に栄養を与える土壌のようなものである
下段に①～⑦の項目を挙げてます。

そして、もう一つの共通点が書いて有ります。

■来信案内

⑧として、それは『意見を言っても、他人の悪口や陰口は決し
て言わないこと』です。

１）

チャイルド・ファンド・ジャパンの

5. 今後の RI 国際大会

チャイルド３名より、クリスマスカードが届いております。

P36

• 2022 年 6 月 4 日～ 8 日

２）

• 2023 年 5 月 27 日～ 31 日

年賀状を頂きました。

サンレイプランニング（株）様、慈愛園子供ホーム様、龍山学苑

• 2024 年 6 月 8 日～ 12 日

様、広安愛児園様、こども LEC センター様、藤崎台童園様、
（株）
オクトン様、（株）愛光社様（順不同）

アメリカテキサス州ヒューストン

• 2025 年 6 月 21 日～ 25 日

オーストラリアメルボルン

シンガポール

カナダカルガリー

6. 統計 (2021 年 11 月 17 日現在）

－２－

■委員会報告

・全世界ロータリーアン総数 1,201,654 人
・クラブ数
・地区数

36,994 クラブ
524 地区

（青少年奉仕担当

・ロータリーアクト会員数

230,701 人

・インターアクト会員数

386,285 人

・クラブ数
・クラブ数

昨年はアクト活動に多大なご協力ありが

10,707 クラブ

とうございました。会員も増え、今年は
活動の幅も広がると思います。

16,795 クラブ

１月の例会は、１８日（火）１９時から、中央公民館で開催さ

れます。第２例会は新年会を予定していますが、コロナの状況次

7. 日本のクラブ数会員数 P38 地区別に掲載されています。

第になりそうです。今年もアクト活動へのさらなるご協力をよろ
しくお願いします。現在１０名の会員全てがロータリアンの紹介

右側ページ縦書から
8. この人訪ねて
P9 ～ P12

です。ありがとうございます。

読めば人生の面白さが分かります

長崎中央ロロータリークラブ
れてます。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成 )

髙田裕治さんの人生道が掲載 さ

月日

長崎で「とんかつ文治郎」を 3 軒経営されている
9. ロータリーアットワーク
P21

熊本中央 RC

ます。
P27

熊本菊南 RC

安全安心な大会運営をサーモカメラ寄贈掲載あり

子どもたちの夢を応援掲載あります。

■ロータリー情報の時間

（ロータリー情報担当

宮川義行）

潮谷愛一）

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

30

2

32

76.19

30

2

32

78.05

会員数 出席者数

44
12 月 08 日 （免 2）
42
43
12 月 15 日 （免 2）
42
12 月 22 日

休会

12 月 29 日

休会

44
31
01 月 12 日 （免 2）
42 （Zoom4）

☆新入会
01 月 12 日

73.81

片岡貞志

☆退会
12 月 15 日
☆出席免除
12 月 08 日

堀内健太郎

12 月 15 日
01 月 12 日

住江正治

島村徹男

住江正治

島村徹男

住江正治

☆欠席者
12 月 08 日（10 名）

堀内健太郎 川崎直樹
山本浩之
山坂哲生
12 月 15 日（10 名）
堀内健太郎 川崎直樹
山本浩之
山坂哲生

■スマイル

（親睦・スマイル担当

島村徹男

白石 繁
小野川善久

堤 勝也
吉永陽三

武末直大
古田哲朗

白石 繁
小野川善久

堤 勝也
吉永陽三

武末直大
矢野敬之

草村安宏）

◎前田日出夫 10,000 円

会員の皆様、今年も宜しく
お願いします。また、片岡さんの入会を歓迎してスマ
イルします。
◎沼田敏雄 10,000 円
明けましておめでとうございます。あと半年、週報の

原稿宜しくお願いします。
吉田会長、松岡幹事、後半期、健康に留意され頑張っ
てください。お疲れ様です。

－３－

◎福井学 5,000 円
新年明けましておめでとうございます！今年も宜しく
お願いします。今年も会員の皆様が健康で良い年にな
ります様に祈念申し上げます。

それと、
片岡貞志君の入会を歓迎します！これから宜しくお願いします。
◎志賀重人 5,000 円
誕生祝い有難うございます。毎回頂ける記念品が楽し
みです。

◎宮川義行 1,000 円
キャッスルでの合同新年会、皆さんお疲れ様でした。
今年も、社会貢献を学び、親睦に努めていきたいと思
います。昨年の親睦餅つき、内田さん有り難うござい
ました。皆さんも寒い中お疲れ様でした。恒例のもちつきとバーベ
キュー、いつも沢山の参加があの東南の大事な行事になっています。

■新会員卓話（新会員 渡邉俊一郎哉 )

◎内田信行 5,000 円
新年明けましておめでとうございます。片岡さんの入
会、心より歓迎します。渡邉会員、さっそくの卓話楽

Shunichiro
Watanabe
profile

しみにしてます。今年も宜しくお願いします。

自己紹介

◎中島祐爾 3,000 円
片岡新入会員を歓迎してスマイルします。今後ともよ
ろしくお願いします。

氏名

自己紹介内容

◎松本繁 3,000 円
片岡貞志君の入会を心より歓迎します。先輩会員の皆
様の温かいご指導をよろしくお願い致します。

渡邉 俊一郎

①氏名

（わたなべ しゅんいちろう）

➁学歴
➂趣味

熊本市北区在住

④経歴、職歴
➄熊本青年会議所
⑥会社案内

◎松田和成 3,000 円

新入会員 片岡様、入会おめでとうございます。渡邉会
員卓話楽しみにしてます。

学歴
熊本市立竜南中学校

趣味
【ゴルフ】
学生時代からゴルフをしてい
て今でもゴルフを楽しんでい
ます。

平成8年3月卒業

東海大学第二高等学校 平成11年3月卒業
(現・東海大学付属熊本星翔高校)

熊本市立竜南中学校

【旅行】
国内、海外問わず色々な場所
に訪れ、現地の食べ物や文化
に触れるのが好きです。

九州東海大学工学部
平成15年3月卒業
(現・東海大学)

◎片岡貞志 3,000 円
本日入会させて頂きましたのでスマイルします。

東海大学熊本キャンパス

経歴/職歴
中学1年の時に坂田信弘プロの「TKUジュニアゴルフ塾」の１期生と
して入塾。初代のキャプテンとして、ゴルフだけでなく挨拶や礼儀
作法などを学びました。

◎潮谷愛一 2,000 円
結婚記念日の花をいただきありがとうございます。
５８年記念です。また、はじめて湯あたりして右肩痛
が１０日以上続きました。

その後、東海大学第二高等学校（当時）に入学する時にゴルフ部を
創部していただきました。団体戦全国7位。個人では九州大会2位。
そして、九州東海大学（当時）に入学してからもゴルフ部の主将と
してメンバーを牽引し団体戦で全国で3位。個人全国16位など

大学卒業後には、千葉・横浜にて練習生・プロ活動の後、父の会社
を引き継ぐため帰郷し株式会社快建設に入社しました。

◎井村宣敏 2,000 円
今年も一年間よろしくお願いします。今日は所用のた
め早退しますので、お詫びのスマイルです。

熊本青年会議所

2013年に熊本青年会議所に
入会しました。2020年には熊
本青年会議所第66代理事長

◎杉本整哉 2,000 円
新年あけましておめでとうございます。本年もよろし
くお願い致します。
片岡様の入会を歓迎いたします。

に就任し、「克己復礼」〜礼節
を持ち行動しよう〜のスローガ
ンのもと1年間理事長として活
動・運動を行いました。

会社案内

◎草村安宏 2,000 円
皆さん明けましておめでとうございます。片岡さん、

入会おめでとうございます。
またコロナが流行してきましたが、あと半年、親睦委
員として努めていきます。よろしくお願いいたします。

◎山田公也 1,000 円
片岡貞志さんのご入会を歓迎致します。ロータリーラ
イフを楽しんでください。

会社名・・・・・・・・・・・・・・株式会社快建設
所在地・・・・・・・・・・・・・・熊本市南区野口3丁目1-1
代表者・・・・・・・・・・・・・・渡邉俊一郎
事業内容
総合建設業
建築（企画・設計・施工）商業施設・マンション・
病院・工場・介護施設木造住宅・RC住宅・二世帯住
宅・バリアフリー住宅・リフォーム
住宅事業部・クレバリーホーム熊本店、八代店
従業員数・・・・・・・・・・・・・23名
創業・・・・・・・・・・・・・・・平成14年10月1日
設立・・・・・・・・・・・・・・・平成15年3月24日
関連会社 ・・・・・・・・・・・・株式会社快プランニング (不動産業・広告代理店)

■点鐘

－４－

（編集者

沼田敏雄 )

