
 
 

 

 

 

 

第１６例会記録(通算第 2544 回)  

平成 24（2012）年１１月１２日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

熊本国府高校校長 高田憲清様 

熊本国府高校教員 坂梨稔様 

熊本国府高校    勝矢美樹君 

熊本国府高校    大塚仁君 

熊本国府高校    古閑達也君 

 

 

 

 

 

間で～」番組内容・・・“虐待や遺棄から赤ちゃんの命を救

いたい”という願いから開設された熊本市・慈恵病院の「こ

うのとりのゆりかご」。設置から 5年を迎え、民間病院が引き

受けている難問を伝えた番組。後日、再放送の予定で

す。以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．暴力追放運動推進センターより 

  暴追速報の送付 

２．熊本中央RCより  

第2回会長幹事会議事録の送付 

 

例会変更のお知らせ 

○八代南ＲＣ～家族会の為時間変更 

[変更前] １２月４日（火）１２：３０～ 

[変更後] １２月４日（火）１８：３０～ 

[場 所] 八代ホワイトパレス 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

11月 12日 本年度 16回目、通算 2,544回目の例会です。 

本日の来訪者はいらっしゃいません。卓話者はインター

アクトでお世話になっております、熊本国府高校の高田校

長先生、坂梨先生、それから 3 人の生徒さんです。今日は

ありがとうございます。 

会長報告です。本日（12 日）11 時から熊日倶楽部で新

入会員の藤見泰之さんのインフォメーションを行いました。

今日から会員となられます。心から入会を歓迎いたします。 

それから前後いたしましたが、11/5 の例会は欠席し、大

変失礼を致しました。第 60 回民間放送全国大会（東京）に

出席のための欠席です。ＲＫＫのＰＲで恐縮ですが、2012

年放送された、ラジオ、テレビ番組の中から日本放送文化

大賞を選出する大会で、大変うれしいことにラジオ部門で

グランプリを受賞しました。熊本の聴取者の皆様にも感謝

するものです。タイトル「ゆりかご 5年の記録～命と倫理の 

国府高校の皆様、卓話ありがとうございました！ご発展を祈念致します。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4..外部卓話 鶴島厚子様 

        （社会保険労務士） 

  
 

１１/２１ 中央 RCゴルフコンペ 

１２/３ 南 RC家族会 
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新入会員紹介 

氏名：藤見泰之君 

生年月日：昭和４５年２月１日 （４２歳） 

勤務先：フジミオプティカル代表 

職業分類：眼鏡販売 

趣味：仕事 

推薦者：倉崎保広君・工藤青史君 

 

 

委員会報告 

 

●雑誌委員会（髙宮 宏君） 

 「ロータリーの友」１１月号のご紹介をさせていただきます。

まず、横書きのページをお開き下さい。今月は、ロータリー

財団月間です。１ページは、田中 RI会長メッセージです。 

 ７ページから１１ページまでは、ロータリー財団月間特集記

事です。ロータリー財団管理副委員長のブラウン氏がアフガ

ニスタンで地元の人々と一緒になって、「ジャララバード」に

学校を建てるまでの取り組みが書かれています。 

１２ページから１６ページまでは、「世界でよいことをする」と

題して、「ロータリー財団未来の夢試験地区のプロジェクト」

において、「グローバル補助金」や「新地区補助金」を活用し

た、各クラブの取り組みが紹介されています。「グローバル補

助金」や「新地区補助金」とはどういうものかについては、４１

ページから４８ページまでの「ロータリアンのための新しい財

団補助金入門」記事に詳しく解説されていますのでご一読

下さい。 

 次に縦書きのページです。２ページから６ページまで、静

岡文化芸術大学学長 熊倉功夫氏の講演要旨記事です。

熊倉氏は日本文化史・茶道史に造詣が深い歴史学者です。

今回、「日本人の美意識」と題して大変興味深い内容をお話

いただいていますので、今日は、時間を割いてこの内容をお

伝えいたします。 

先ず、「日本の食文化は自然の尊重」と述べられています。

その典型は出汁（だし）の文化であり、出汁というのは日本独

特のもので、出汁とは旨味であり、旨味という味を世界の他

の民族は誰も考えなかったそうです。日本人は非常に早くか

ら旨味ということを意識して、そして旨味だけを抽出するには

どうするかということで出汁の文化が出来てきます。その他、

日本では片刃の包丁という、世界では例のない包丁を作り

出します。これで刺身を引きますとその細胞まで見事に切り

取られ、旨味がちゃんと刺身の中にふうじこまれ、舌でそれ

を感じ取ることができるのだそうです。このようなことから、「自

然と日本人がどう関わってきたのか」ということが、日本人の

美意識の根本だと述べられています。 

この自然との関係で、日本の美意識を表現する言葉として、

「花鳥風月」を挙げています。「花」は植物を表し、「花」の代

表として「梅」と「桜」を例に解説されています。花に限らず植

物は、神と我々の仲立ちをする存在と言われています。次に、

「鳥」ですが、「鳥」は動物の代表で、一番親しい鳥として、ニ

ワトリを挙げています。日本人は昔、ニワトリを食べなかった

そうです。天武天皇の詔勅（しょうちょく）で、食べてはいけな

いものの一つがニワトリだったそうです。おそらく、江戸時代

までは、食べなかったようです。卵も食べなかったようです。

時を知らせるためにニワトリは非常に大事だったそうです。次

の「風」は、自然現象です。日本人には自然現象を鑑賞する

態度があります。風の音、見えないかたち、見えないものの

中に非常に大事なものを感じるという、このあたりが日本人の

美意識の一つの大きなポイントになるのでは、と言われます。

最後の「月」は大宇宙の象徴です。それが太陽ではなく、月

であるのが面白いと言われます。和歌の世界で太陽を詠っ

た和歌はほとんどないそうです。日本人は月を詠ってきまし

た。われわれは、最近まで旧暦、つまり陰暦を使ってきました。

月の運行でカレンダーを考えていた訳です。中国から伝わ

った陰と陽の文化がありますが、母こそ、陰の世界であり、月

の世界であり、そしてそれが実は人間の一番大事な根本で

ある。これが古代の考え方です。そういうことで言うと月は太

陽以上の大事な存在。月読神（つくよむのかみ）は太陽の天

照大神より大事ですが、実体が良く分からない。「空（くう）の

存在だというのです。天照大神はスサノオの命とけんかしま

すが、真ん中に月読命（つくよむのかみ）がいて、緩衝地帯

となり、本当のけんかにならないのだそうです。 

会社経営でもこの形が昔から使われているそうです。会長

型経営というのがそうなんだそうです。会長という言わば訳の

分からない存在があって、みんなが衝突して議論して、結果

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４４名 73.33％ ８３．３３％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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として会社が上手くいく、いわば中空構造と言われています。

真ん中にいるのは、みんなの光を受けながら照り輝くお月様

がいいのだそうです。しかも煌々と照り輝く月ではなくて、雲

の間に見え隠れする月が一番美しいのです。 

最後に、グローバリゼーションの中で、本来日本人が作り

出した日本らしさをどこか心の片隅においてほしいと まとめ

られています。会員の皆様に是非ご一読いただきたい記事

ですので、時間を費やしてご紹介いたしました。時間の関係

でその他の記事のご紹介は省略させていただきます。ありが

とうございました。 

 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

 １２/３ 家族会 家族対抗歌合戦のご案内 

           参加者受付中 

 １/１５ 新年会の予定 

 

●ロータリー情報委員会（野口泰則君） 

 １１/２１ 入会1年未満会員対象 IMのお知らせ 

 １９：００～ ひろのすけにて 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君 

新入会員藤見泰之さんのご入会を心より歓迎致します。本

日の卓話者熊本国府高等学校校長高田憲清様、坂梨先

生、他 3名の学生さんに心から感謝します。 

○髙宮 宏君  

 本日卓話を頂く国府高校の高田校長先生を心より歓迎致

しますと共に本日同行されている現役の生徒さんの中で

「国府まなびや」の副社長の勝矢さんは、来年の 4月より

私どもの学院に入学が決まっているとのことで、重ねて歓

迎致します。 

○田川憲生君 

 本日の卓話者国府高校校長先生、生徒さんたちの卓話及

び来訪を歓迎しスマイルします。 

○堀川貴史君 

 私どものクラブは国府高校さんとは深い繋がりがあります。

是非とも高田校長先生には熊本南ロータリーの思いをくん

で頂きご入会いただければ幸いです。 

○倉崎保広君 

 新入会員藤見さん、皆様よろしく、また眼鏡の注文があれ

ば是非よろしくお願いします。 

○渡邉秀章君 

 席上にチラシを配らせて頂きましたが、11月 26日（月）、電

信電話ユーザ協会主催で「経営者の為の SNS活用セミナ

ー」を交通センター横の弊社ビル１Fにて開催します。南ク

ラブ例会に参加されるついでに参加頂けると幸いです。よ

ろしくお願いします。 

 

○寿崎肇君 

 公益法人への税制優遇措置は寄付額から 2000円を引い

た額が所得控除です。また、寄付額から 2000円を引いて

４０％が税額控除になります。熊本南 RCの育英財団にご

寄付をお願い致します。早く公益法人になるよう努力を致

します。ありがとうございます。 

○野口泰則君 Ⅹ 

 しばらくホームクラブ例会を欠席致しましてご迷惑をお掛け

いたしました。お詫びのスマイルを致します。 

○永井富士雄君 

 先月、10月より水産加工品を取り扱う部署として、ツインワ

ールド企画㈱内に新たにスタートさせました。そのためイ

ベント等など所用が続き楽しみにしていました吉行会員の

歓迎会、坂本会員の卓話に出席することが出来ませんで

した。お詫びのスマイルです。 

○原 裕一君 

 熊本国府高校の皆様ご来訪いただきありがとうございます。

とても楽しみにしていましたが、急用で早退致します。これ

からまたお会いする機会があると思いますのでよろしくお

願いします。 

 

 

卓話（国府高校 高田憲清校長他） 

インターネットショッピングモール『国府まなびや』について 

発表者 【勝矢美樹君】 

 本日は 「国府まなびや」の

説明の時間を取っていただき 

ありがとうございます。 「国府

まなびや」について説明させ

ていただきます。「国府まなび

や」とは、高校生が運営するイ

ンターネットショッピングモー

ルです。「国府まなびや」のモ

ールは２４時間３６５日営業しています。そして、生徒が社長・

副社長・各部長の管理職、スタッフとなる会社組織で運営す

る本格的なモールです。「国府まなびや」の活動は、ビジネ

ス教育の一環として行うため、水曜日の 5・6時間目の授業を

利用して行います。 平成２５年度から実施される「新学習指

導要領」で情報通信ネットワークを活用した実践的な学習が

「電子商取引」という授業で始まります。 私たちの活動のキ

ーワードは、「熊本を全国・世界へ発信する！」という言葉で

す。インターネットを通して、熊本の情報や熊本の企業が生

産する商品などを全国・世界に発信していきたいという想い

で立ち上げました。 

 「国府まなびや」の特徴を説明します。 その１。出店企業

を募る営業活動から、商品掲載のための Web ページの作

成・更新・管理までをすべて私たち高校生が行います。なお、

運営維持管理については、株式会社システムプラニングと
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株式会社テルヤに委託しております。 その２。 他県の９つ

の「まなびや」とネットワークを組んで運営していきますので、

全国に商品を紹介することができます。これまでの「まなび

や」全体のアクセス数は月平均１０万件を超え、昨年の売上

高は約１，１００万円という実績があります。 その３。 コスト

が安い ということです。 大手２社は、初期費用に加え、売

上手数料も掛かりますが、「国府まなびや」は維持管理費だ

けのご負担となります。 

次に、「国府まなびや」のコンテンツを紹介します。商品を

販売する「ショップ」、企業のニュース・イベント情報などを紹

介する「広告」、スタッフお薦めのお店を紹介する「グルメ」の

３つがあります。 また、バナー広告も考えており、「国府まな

びや」のトップページ右上に掲載し、企業様の Top ページと

リンクを貼ります。こちらは、維持管理費を１０,５００円でお願

いしています。 「ショップ」について説明します。食品、衣類、

家電、インテリアなどネット販売が可能な商品を掲載します。

ただし、酒類はお断りしております。「広告」について説明し

ます。 お知らせ・イベント情報、キャンペーン企画などを紹

介し、企業様のWebページと直接リンクを貼ることもできます。 

「グルメ」について説明します。私たちスタッフが取材し、お

すすめの料理やスイーツなどを紹介します。グルメにつきま

しては、今後掲載していく予定です。 

 契約からオープンまでの流れを説明します。 

①企業様と出店の契約を結びます。 

②契約後は、決済方法や運送方法などの打ち合わせや商

品取材を行い、Webページを作成します。 

③Web ページが完成すると、企業様にチェックして頂き、掲

載の承諾をいただければオープンとなります。本校ホームペ

ージにバナーを貼っていますので、そこをクリックしていただ

くか、「国府まなびや」で検索していただくとアクセスすること

ができます。 

 次に、買い物の流れを説明します。 

④お客様から商品の注文が入ると、「国府まなびや」と企業

様に注文メールが届きます。 

⑤⑥この後は、企業様とお客様の取引となりますので、注文

受注メールの送信、商品の発送、代金の決済などは企業様

に行っていただくことになります。 

「国府まなびや」出店の利点を挙げます。 

①教育活動に貢献しているという企業の PRになります。 

②高校生が運営しているので、多くの方々に注目されます。 

③モール内での類似商品が少ないので、商品が目につきま

す。 

④維持管理費だけですので、出店のためのコストを抑えるこ

とができます。 

⑤「国府まなびや」の関係者をあげて、売上に貢献します。 

⑥本校のホームページからも、出店企業様の商品一覧を閲

覧できるようにリンクを貼ります。 

 アクセス数を伸ばすために、保護者会や同窓会、知人だけ

でなく、県内外の街頭でも積極的に広報活動を展開してい

きます。売り上げに貢献するために、お中元・お歳暮商戦な

どの企画や企業様との共同開発商品の販売などに取り組ん

でいきます。 

私たちの、立ち上げから現在までの活動の紹介をします。 

5 月 21 日 商品を掲載するための講習会を、小手川写真館

の小手川様にお願いしました。 6 月 20 日 企業出店説明

会および商談会を行いました。 7 月 3 日 熊本県の蒲島知

事との面会する機会があり、そこで「国府まなびや」の取り組

みについて話をさせていただきました。私たちの取り組みに

対して評価して頂き、活動にあたってのアドバイスを頂きまし

た。7月 18日水曜日に交通センター東側広場でオープニン

グ・セレモニーを行いました。第 1 号の購入者として『くまモ

ン』が登場し、会場は大いに盛り上がりました。オープンして

からは、夏休みを利用し 出店して頂いている企業へ取材に

行きました。 

 現在の売上高とアクセス数は広報活動により売上高アクセ

ス数ともに増加している月もあります。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

【例会予定】    

１１月２６日（月） 外部卓話 出田秀尚様 

           （出田眼科名誉院長） 

  

 

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：１２月６日（木）20：00～21：30 

場所：西部ガス株式会社 熊本支社（3階大ホール） 

熊本市中央区萩原町 14-10 

内容： 未定 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）  

日時：１１月２１日(水) １６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です 


