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第33回 例会記録(通算第2518回)
平成24（2012）年4月2日

斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

今日の例会
今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
外部卓話 酒本喜與志氏
「ハンセン病と熊本」

今月･来月の行事
●4/11（水）市域 RC 会長幹事会
＠ユウベルホテル
●4/14（土）地区協議会＠大分
●4/15（日）ゴルフコンペ＠肥後
サンバレーCC
●4/22（日）社会奉仕・RAC 清掃
活動＠日航集合

われます。参加予定の皆様どうぞよろしくお願い申し上げま
「我らのなりわい」

す。
その他の４月行事予定

来訪者紹介

・ １１日･･･市域会長幹事会

卓話者

・ １４日･･･地区協議会(大分)

熊本ファッションストーリー実行委員会事務局長
原幸代子様

・ １５日･･･ゴルフコンペ
・ ２２日･･･家族清掃
４月は雑誌月間となっております。RI の公式機関誌「ザ・ロ

会長報告（堀川貴史君）

ータリアン」および世界３１の地域雑誌の講読と、活用促進に

■理事会報告

役立つプログラムを実施する月間です。ロータリーの雑誌

・ 事務局員の試用期間終了に伴う正規雇用につい
て･･･条件等承認
・ 児玉事務局員の退職金について･･･前例に倣って
支給。退職金規定を今年度定めましょう。
・ 広報委員会より イ ベントジャンパ ー 作成につい
て･･･承認
・ 残り３ヶ月会員増強に注力していきます。（会長より
報告）
■会長報告
４月第一例会を迎えました。先週は、年度末にもかかわらず、

（「ロータリーの友」など）に対する会員の認識を深め、それに
よってロータリーの情報普及を図ることが目的です。クラブは
この月間中に雑誌に関するプログラムを実施しなければなり
ません。「２００７年手続き要覧」の「ロータリー・クラブ定款」の
「第 14 条ロータリーの雑誌」では、各会員は、会員身分を保
持する限り、RI 機関雑誌、または国際ロータリー理事会から、
本クラブに対して承認ならびに指定されている地域的なロー
タリー雑誌（日本では「ロータリーの友」）を購読義務として定
めています。
理事会報告で申し上げました通り、４月～６月の第４四半

３月２８日(水)に園田会員と児玉さんの結婚を祝う会、また、３

期はクラブ全体で会員増強に取り組んでまいりたいと思って

月３１日(土)には肥後大津ロータリークラブ創立４０周年記念

おります。これまで９ヶ月間とても充実した活動を行わせてい

式典ならびに祝賀会が行われました。参加いただきました皆

ただき、会員の皆様には心から感謝しております。会員を増

様、大変お疲れ様でした。また、親睦活動委員会の皆様方

やすには、まず現会員の熊本南ロータリークラブに対する満

大変お世話になりました。肥後大津ロータリークラブの創立４

足度の向上が大前提だと申したことがありました。最近、入

０周年記念式典では、スポンサークラブとして、感謝状と記

会して間もない会員の方から「ロータリーもなかなかいいです

念品をいただきましたので、ご報告申し上げます。今週は本

ね。」とか「熊本南ロータリークラブに入って本当によかった

日４月２日(月)恒例の花見の会が行われます。また、４月８日

です。」という声も聞かせていただきました。また、先輩会員

(日)には菊池ロータリークラブの創立４０周年記念式典が行

の方からも「クラブがいい方向に変わってきたね。」という言

葉もいただきました。他クラブから見ても、タイプロジェクトの

出席報告（園田修司君）

継続、地区大会のコ・ホストクラブとしての大活躍や、登録者
数最多表彰、あるいは、先日の「メイクフレンズの会の実施」、

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

オハイエ支援活動による広報活動等々、これまでに先輩方

５９名

４５名

78.95％

89.09％

に築いていただいた素晴らしい実績に加えて、私どもはクラ
出席規定適用免除者

ブの内外に向けて新しい発信を数多く行ってきました。それ
によって、熊本南ロータリークラブの会員であることに対して、

名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

誇りを持っています。喜びを感じています。今こそ、会員増
強の大チャンスが訪れたと確信しております。目標は、７年
後に１５０名という「１０ヵ年ビジョン」を見据えて、今期は残り３
委員会報告

ヶ月で３０名純増というのはいかがでしょうか？無理？でも絶

●親睦活動委員会 （永井富士雄君）

対無理ではないはずです。次年度の岡村ガバナーエレクト

会員誕生祝・結婚祝

の所属クラブである大分中央ロータリークラブは３～４年前は

[ 誕生祝 ]

２７名の会員数でしたが、今期は６０名。熊本南は追い越さ
れてしまっているのです。３０名増が実現できれば、とりあえ
ずは２７２０地区 No.１のクラブとなります。私の中にはイメー

[ 結婚祝 ]

現王園敏伸 君

４．０３

園田修司 君

４．０１

田川憲生

４．０２

野田三郎 君

４．０３

田邉信一 君

４．１３

喜讀宣友 君

４．１９

石田隆造 君

４．１９

松本嘉七 君

４．２２

井上雅文 君

４．２３

漆島典和 君

４．２８

渡邉秀章 君

４．２９

君

ジがしっかりと出来上がっております。残りの３ヶ月間でどれ
だけできるかわかりませんが、皆様方の力が必要です。どう
か力を貸してください。新入会員候補者は「熊本南ロータリ
ークラブで学び、豊かな人生を送りたい」と思っている方です。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上会長報告終ります。

幹事報告（野口泰則君）
1. 大津高校より
台湾修学旅行文集の送付
２．米山梅吉記念館より
賛助会入会のお願い
３．熊本市国際交流会館より
「催し物ご案内４月号」の送付
４．日本学生支援機構より
「日本留学奨学金パンフレット２０１１－２０１２」の送付

例会変更のお知らせ
○りんどうＲＣ～木山弾正祭の為日時変更
[変更前] ４月５日（木）１２：３０～
[変更後] ４月１日（日）不明
[会 場] 益城町木山城址公園
臨時理事会報告 ４/２
・新入会員候補 平尾豊幸氏→理事会承認
→東矢会員確認
・スタッフジャンパー→カラー＝オレンジ

●親睦活動委員会（永井富士雄君）
○花見の会の案内
日時 ２０１２年４月２日（月） １８：３０～
場所 魚嘉別荘
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○ゴルフコンペ（4/１５）の案内
賞品提供のお願い

○工藤青史君
満開の桜、きれいですね。もう花見はされましたか。土曜

●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

日の夜に本妙寺の桜灯篭に行ってきました。昼は家内と

○RAC 家族清掃のご案内
日 時

２０１２年４月２２日（月） １０：００～

集 合

ホテル日航入り口前

人力車に乗って時代絵巻にも参加しました。今日は早め
に失礼いたします。
○原 裕一君 Ⅱ
熊本ファッションストーリーのお話を聞きたかったのですが、

スマイルボックス（元田亮一君）

繁盛月ということもあり、会社に戻らなくてはなりません。また

○堀川貴史君・野口泰則君

お花見の会は、今日が息子の５歳の誕生日で欠席となりま

熊本ファッションストーリー実行委員会事務局長原幸代子

す。重ねてお詫びのスマイルです。

様のご来訪を心より歓迎致します。卓話よろしくお願い致し
ます。4/1 から熊本市が日本で２０番目の政令指定都市と

○園田修司君 ３Ⅹ

なりました。政令指定都市の代表的なクラブとして今後とも

先日のお祝いの会開催していただきありがとうございまし

頑張ってまいりましょう。

た。昨日４／１に無事入籍し、同居も開始しました。先輩
方を見習い末永く仲良く過ごしていければと思っておりま

○野田三郎君

す。

本日の卓話者、原幸代子様を歓迎しスマイルします。原

追伸：割り切れない数字で３万円スマイルさせて頂きま

幸代子さんは、熊本市立慶徳小学校の 2 年先輩になり、

す。

昔から存じ上げています。本日の卓話を楽しみにしていま
す。

本日の合計

87,000 円

今年度の累計

1,425,215 円

○渕田俊郎君・古財良一君
ワッサモーダ事務局長原様には大変ご指導を頂いており
ます。本日はお忙しい中卓話を頂きありがとうございます。

●卓話

これからのご活躍を祈念致しております。
外部卓話
熊本ファッションストーリー
実行委員会事務局長原幸代子様
「夢開花～熊本スタイルファッション
フェスティバル～」

○田川憲生君
本日の卓話者原さんに心から感謝申し上げます。在職中
もそうでしたが、退職後ますます輝いておられます。お話
楽しみにしています。
○寿崎肇君

●プロローグ
昨年 12 月 3 日(土)、街中をまるごとステージに見立てた
「WASSAMODA フェス」いわゆるファッションフェスティバルを
開催しました。この開催に当たり、ご協力・ご支援いただいた
皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
私は熊本市役所を一昨年 3 月に退職いたしましたが、その
とき、退職後をどう楽しく過ごしていこうかと考えました。まず
は親の介護が出来る時間を確保すること、もうひとつは現職
時代に果たせなかった夢を実現できればという思いでした。
それは、ちょうど九州新幹線全線開通が間近で、政令指定
都市移行への道筋も見えてきたときでした。熊本は街の中心
にお城があって、一番賑やかな中心商店街と一体化してい
る城下町です。また、以前、熊本はファッションタウンとしても
全国に名を馳せた街でした。そのことをもう一度蘇らせ、何と
か街なかでファッションイベントが出来ないかという思いを募
らせていました。

肥後大津 RC４０周年のお祝いに行って参りました。少な
い会員ですが手作り？の数々の記念行事でした。特別代
表の和泉会員もさぞ喜んでおられるだろうと思いながら見
せてもらいました。熊本南 RC の子クラブの報告で嬉しか
ったのでスマイル致します。
○吉原コウイチ君
４月より、(社)日本グラフィックデザイナー協会熊本地区の
代表幹事を務めることになりました。全国２８００名の会員
がいますので、デザインでお困りの際はお気軽にお声か
け下さい。お見知りおきよろしくお願いします。
○田邉信一君
今夕開催の花見の会を、都合により欠席します。
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そこで、退職後すぐにファッションに精通され、いろいろな
イベントを手掛けてこられた経験のある皆さんに話をして回り
ました。その年の 7 月から週一回の会議を開催し、内容を詰
めようとしましたがいつも喧々諤々、それに規制の壁に当た
っては一歩後退の連続で、途中諦めようかと思ったこともあり
ました。それでもみんなの知恵とパワーが結集された企画案
が出来ました。そこで生まれたのが、西日本最大級のアーケ
ード内に日本一長いランウェイを作って熊本スタイルのファッ
ションイベントをやろうということでした。
早速、2010 年 9 月に商店街・専門学校・百貨店・関係団体
からなる実行委員会を立ち上げ、スタートしました。

眠時間もほとんどない状況だったと聞いています。皆の頑張
りが今回のイベントを成功に導いてくれたと思っています。
また、パルコステージでは「WASSAMODA サプライズマル
シェ」を開催し、ネイルアートの体験、熊本人気 No.1 のソフト
クリームやくまモングッズを販売し、その収益金の一部で東
松島市へクリスマスツリーならぬ「希望のツリー」を届けました。
制作にあたっては崇城大学芸術学部にお願いし、一つ一つ
のオーナメントに学生さんの思いが込められたツリーは東松
島市図書館に飾って頂き、後日オーナメントは子供たちに届
けられました。
その折、東松島市図書館職員の方から来年の 5 月 5 日の
子ども読書の日に向けて「私の好きな 1 冊を両市の子どもた
ち 300 人が紹介する B1 サイズのポスター」が出来ないかとい
う相談がありました。印刷経費が捻出できないのでそちらで
負担いただければ有難いと言われ、自分にできることであれ
ばと引き受け、目下印刷準備に入っています。印刷物は保
育園、幼稚園、小学校などできるだけ子ども達の目に留まり
やすい場所に掲示することとしています。

●熊本ファッションストーリーWASSAMODA とは・・・
熊本ファッションストーリーとは、熊本の歴史という「ヒストリ
-」、熊本の物語という「ストーリー」、中心商店街の「ストリー
ト」という 3 つの思いを込めたネーミングです。また、
「WASSAMODA（ワサモン＋ファッションの造語）」とは、美意
識（むしゃんよか）、先見性（わさもん）、こだわり（もっこす）な
ど熊本人が持つ DNA を蘇らせ、熊本スタイルのファッション
カルチャーを発信することで、人・街・経済をより活性化させ
ようというもので、その仕掛けを作っていく、街をあげて熊本
を盛り上げていくプロジェクトという意味です。そしてテーマ
は「コネクト（つながる）＝時代、人、街、文化をつなぐ」です。
そこで、三つの事業を企画しました。
その一つが、「WASSAMODA フォトキャッチ」です。一昨年
12 月～昨年 1 月末の土日街なかで熊本のおしゃれさん 2 歳
から 60 歳代までの男女 300 人をフォトキャッチしました。2 月
中旬にはストリート写真展を開催し、一般投票や WEB 投票
で２８人の熊本のおしゃれさんを選びました。寒い中、ボラン
ティアのカメラマン、専門学校の方々には本当にご苦労をお
掛けしました。
二つ目は「WASSAMODA フォーラム」の開催です。3 月 26
日（土）、現代美術館で「熊本は本当におしゃれな街なのか」
をテーマにファッションデザイナーの田山淳朗氏、雑誌ブル
ータスの副編集長の芝崎氏、スタイリストの坂崎タケシ氏など
によるトークショーを開催しました。
そして三つ目が昨年 12 月 3 日開催した WASSAMODA フ
ェスです。当初、一昨年 3 月 26 日開催予定でしたが、東日
本大震災の発生により延期となりました。そこで、ファッション
のテーマを「Heartful Winter&X’mas」とし、震災で沈みがち
な気分を元気にする・人とのつながりが嬉しい…そんな心が
ほっと温まるようなぬくもりを感じるスタイリングを意識して
当日はお天気にも恵まれ、多くの方々でにぎわいました。
セレクトショップ、百貨店、専門学校、美容室など２１のショッ
プ・団体に参加頂き、街なかにモデルウォークエリアを 3 か所
に設け、市民モデル 218 人が堂々と練り歩きました。モデル
は学生やショップのお客様モデルをお願いしました。メインス
テージのびぷれす広場ではブライダルショーやヘアメイクシ
ョーも開催しました。
企画運営スタッフには GR 学生連盟に所属する学生にお
願いし、若者たちが参加できる仕掛けを作っていきました。
今、振り返ると、この初めてのイベントは学生たちだけでなく
私たちにとっても冒険だったと思います。開催前一週間は睡

●エピローグ
今回のことを機に、誰でもおしゃれをして街に出ていくこと
が楽しいと思って頂けたらと願っています。また、副産物とし
てショップ同士の交流が出来、楽しいイベントになったことや
若者や多くの市民が参加できる仕掛けがさらに町の賑わい
づくりの原動力となるのではと思いました。今回、行政から
様々なサポート（会議室の使用、広報のサポートなど）を受け
ることで運営がスムーズに出来、本当にありがたく思っていま
す。しかし、手続きや書類の書き方など行政の中に許認可
手続きの水先案内人を配置するとか、また、広報手段につ
いてもサポートをしてくれる窓口があればもっと市民活動が
活発になると改めて思いました。
終わりに、今回の開催は、多くの方々のご支援、ご協力の
おかげで出来たこと、また、運営スタッフの努力がここまで導
いてくれたと思っています。このことを肝に銘じ、今後ともオ
ンリーワンの熊本スタイルで、多くの市民の皆さんが参加で
き、学生たちがスタッフとして参加できる仕掛けを基本に継
続していきたいと思っております。今後ともご支援、ご協力を
よろしくお願いします。

【例会予定】
４月１６日（月） 未定
４月２３日（月） 未定
４月３０日（月） 祝日に付き休会
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