
 
 

 

 

 

 

第２３例会記録(通算第 2551 回)  

平成 25（2013）年１月２１日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．第25回全国ローターアクト研修会は全員登録が理事会

で決定。 

２．1/28クラブ協議会を予定しておりましたが都合により

2/18に変更致します。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～新年会の為場所変更 

[日 時] １月２８日（月）１８：３０～ 

[場 所] ちゃんこ料理 やっこ 

 

○中央ＲＣ～第４グループ IMの為日時変更 

[変更前] ２月８日（金）１８：３０～ 

[変更後] ２月９日（土）１５：００～ 

[場 所] ニュースカイ  ［サインメーキャップ無し］ 

 

○０５福祉ＲＣ～親睦会の為日時変更 

[変更前] ２月１２日（火）１２：３０～ 

[変更後] ２月９日（土）１６：００～ 

[場 所] 熊本城稲荷神社 

 

※2月下旬までサインメーキャップが少ないのでご注意下

さい。 

 

会長報告（浅山弘康君） 

2013 年の最初の例会に出張の為欠席いたしますことを

お詫び申し上げます。昨年中はクラブ運営につきましては

会員の皆様には大変なご協力を頂きありがとうございまし

た。 

また、1/15 の新年会には多数ご参加いただきましてあり

がとうございました。今年も楽しいクラブ活動を目指しまして

運営してまいりますので、ご協力お願いを申し上げます。 

新年会の席上でも申し上げましたが、東京でのいろんな

会合に出席いたしましたが、今年の雰囲気は昨年と違って

おりました。どの会合でも今年はいい年になるとの会話が

満ちておりましたし、ある経済団体の会合では昨年に倍す

る出席者でした。 

改めて、「気」＝気持ちの大切さを認識した次第です。 

今年はこの気持ちを持って、企業活動、地域貢献活動

を続けていければと思います。 

早速、地域貢献活動では 2 月 17 日の熊本城マラソンで

南ロータリークラブでもボランティアを行います。 

いろんな活動、イベント等もボランティアが大きな需要を

占める時代となりました。今年も楽しいクラブ活動を目標

に！本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

2012年11月 第41回ロータリー研究会リポート（ロータリーの友1月号 P33〜35掲載) 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 藤見泰之君 

        

  
 

２/９ 第 4 グループ IM＠ニュースカイ 

    クラブ管理運営セミナー＠テルサ 

２/９,１０ 全国ローターアクト研修会 

２/１６ クラブ研修育成ｾﾐﾅｰ＠大分市 
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次年度臨時理事会報告（今村浩昭君） 

①来年度の新春合同例会の日程 

平成２５年 1月８日（水） 12:00～14:00 予定 400名 

②米空軍音楽隊の要請について 

 文化的親善であり政治活動ではない。 

 実行委員会 : 久峨章義君、後藤博君 

 市民会館候補 3月、4月に押さえる。 

 

委員会報告 

 

●親睦活動委員会（星野誠之君） 

［結婚祝］             ［誕生祝］ 

山内昭徳君   １．９     吉原コウイチ君 1.1 

平尾豊幸君   １．１１    丸田秀一君   1.7 

神谷平吉君   １．１６    浅山弘康君   1.8 

現王園敏伸君  １．１９    山内昭徳君   1.22 

堀川貴史君   １．２３     喜讀宣友君   1.25 

瀬尾広夫君   １．２５     赤澤 剛君    1.29 

 

［結婚祝］ 

［誕生祝］ 

 

●姉妹クラブ委員会（山本円君） 

1/25からの台湾訪問について 

 

●雑誌委員会（瀬尾広夫君） 

「ロータリーの友」１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。 

 １ページは、田中 RI 会長メッセージです。ロータリー理解

推進月間にあたり、「ロータリーの徽章をいつもあなたの襟

に」と題して、ロータリーアンにロータリーの徽章を付け、その

意味の認識を広めることをお願いされています。徽章を付け

れば心構えが変る。言葉を選び、行動に気を配るようになる。

そして世の中のためのロータリアンであるという自覚を持つよ

うになると言われます。そして、私たちは常に、ロータリーに

ついて人々に伝える用意をしておくべきと述べられていま

す。 

 ６ページから１６ページまでは、ロータリーの友創刊６０周年

特集として創刊から現在に至るまでの経過がまとめられてい

ます。創刊号は１９４３年（昭和２８年）で価格を５０円とするが、

広告を取って１００円分の内容のある雑誌とすることや当初

は発行部数は３，３００部にすぎなかったことなど当時の模様

がまとめられています。１１ページには、まだ課題が残されて

いるものの、電子版の発行準備が進められていることです。 

１７ページから２５ページは、新しいロータリーを知ると題し

てのロータリー理解推進月間特集記事です。１８ページには、

「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」と改訂され第４１回

ロータリー研究会にて発表されたこと、並びに「奉仕の理想」

を「奉仕の理念」に変更することもＲＩ理事諮問委員会にて同

意されたことなどが記載されています。新「ロータリーの目

的」の内容が１９ページに記載されています。規定審議会の

結果をまって改訂される２０１３年の手続要覧には旧「ロータ

リーの綱領」ではなく、新「ロータリーの目的」だけが掲載され

る予定とのことです。 

次に、縦書きのページです。２ページから６ページは、講

演要旨記事です。今回は、「好奇心は人生の栄養」と題して

の作家 竹田真砂子さんのお話です。ロータリアンは好奇心

の塊だと思いますが、さらに、いろいろなことに好奇心を持っ

てもらいたいと、いくつかの事例を紹介されています。一つ

目は、ディズニーリゾートは別世界を作るプロの力、完全に

別世界。そこが好奇心の対象とのこと。東日本大震災のとき

の対応は、職員全員が自己判断でお客様に対応したそうで

す。いちいち上司の指導を仰がずに売店のぬいぐるみを持

ち出し、子供さんに渡したり、一夜を過ごすひとのためにレス

トランから食べ物を持ち出したりしたそうです。聞くと、三日に

１回、災害時のための訓練をしているとのこと。こういった判

断も含めてディズニーリゾートのスタッフたちはプロの集団だ

と思っているそうです。その他にも、「死って何だろう」と好奇

心を持った中学生の話や、何でもかんでもメモを取った江戸

時代のお侍の話が載っています。是非ご一読ください。 

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 ３８名 63.33％ ８１．３６％ 

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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７ページから９ページには、「ピンチを成長のバネとして」と

題してアイリスオーヤマの大山健太郎社長のお話です。東

日本大震災時には、工場の機能が失われるとともに自宅で

亡くなった従業員や家を壊され避難所暮らしの社員、身内

が行方不明の社員も沢山いるなかで、救援活動か工場の復

旧か迷われたそうです。大山氏は、「起こったことは仕方がな

い。非情と思われるかもしれないが、われわれは、工場の復

旧を優先しよう」と呼びかけたそうです。生活日用品のメーカ

ーであり、生産を開始して一刻も早く被災地に届ける義務が

あるとも話したそうです。同時に、会社として３億円の義捐金、

電池、簡易ガスコンロとボンベ、自転車など自社で作ってい

ないものは取引先から集めたそうです。宮城県や仙台市に

アイリスオーヤマ担当者を置いてもらい連絡を密にして物資

を送り込む態勢の強化を図ったのだそうです。これで社員が

奮い立った。周囲の人たちは救援活動をしているのに、自

分は会社で出勤ということで後ろめたく思っていた社員も、

気持ちの整理がついたのだそうです。などなど、大山社長が

苦労を重ねる中で培った経営に対する考え方が色々と紹介

されています。こちらの記事も是非ご一読願います。 

そのほかに、友愛の広場の１８ページの「今、教育者に願

うこと」では、学校でのいじめ問題がクローズアップされる中、

子供の親をしつける校長の役割のお話。１９ページの生活

習慣病予防に役立つコーヒーの効用についての記事が掲

載されています。 

 

●国際奉仕委員会（今村浩昭君） 

2/17～のタイ訪問について 

 

●次年度幹事報告（今村浩昭君） 

 例会終了後次年度臨時理事会を行います 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○寿崎肇君 

熊本市域新春合同例会に出席させて頂きありがとうござい

ました。お元気な皆様から元気を頂きました。今年もよろし

くご指導の程お願い申し上げます。ありがとうございます。 

 

○玉田光識君、渡邉秀章君、山内昭徳君、現王園敏伸君 

田川会員の卓話、とても楽しみです。どうぞよろしくお願い

します。 PS.先日は田川会員の隠れ家をご紹介いただき

ありがとうございました。（渡邉） 

 

○坂本研一君 

先日の新年会オークションでは多数の御出品と多額の落

札額を賜り本当にありがとうございました。（計 92,000 円）

また次年度のオークション時も皆様ご協力の程お願い申

し上げます。 

 

○三角雄介君、井上雅文君 

1 月 15 日の新年会には多くの会員の皆様にご参加いた

だきありがとうございました。おかげさまで大変盛り上がり

ました。次回の 4月の花見の会もよろしくお願い致します。 

 

 

会員卓話（玉田光識君） 

「熊本都市圏ビジョン」田川憲生君 

熊本経済同友

会と熊本商工会

議所との合同プ

ロジェクトで策定

中同友会と会議

所とは二人三脚

で進むことで合

意。その１つが三

か月に一回、正

副代表幹事と正副会頭との意見交換会の開催。当面する熊

本の課題について、共通認識を持ち、行動する。昨年から

着手したのが、経済界初の熊本都市圏ビジョンづくりで、合

同のプロジェクトチームを結成し、来年一月に発表する。 

現在、ビジョンを策定中だが、そのための資料作りを行っ

た。まず「これからの５０年」を見たとき、これから迫られる状

況として、①「人口減少」「少子化」「高齢化」「生産人口の減

少」の４つが挙げられる。これらは「税収の減少」「マイカーの

減少」「限界集落」「農地・森林の荒廃」「都市部への人口集

中」「買い物難民」「女性の社会進出」「高齢単身世帯の増

加」が考えられる。熊本県の人口は２０１０年の１８２万人が２

０３０年に１５８万人、２０６０年には１１５万人まで減少する。し

かもこの時には６５歳以上は４７万人、２０―６４歳が５４万人、

０ー１９歳が１４万人となる見込み。 

②国際的には「グローバル化」「円高」「ＴＰＰ」が挙げられ、

「国際的な競争が激化」する③地球的には「地球環境の深

刻化」「ＩＣＴ技術進展」で、これによって「再生可能エネルギ

ー」「スマートグリッド」「スマートコミュニティー」「ユビキタス社

会」などが予想されている。 

熊本都市圏の強みと弱みをアンケートしたところ、強みは

水や自然、温泉、第一次産業、医療、国の出先機関、大学・

専門学校、第二次産業、水産業など。弱みは留学生受け入

れや国際交流企業の海外進出などの国際化、道路やイベン

トホール、スポーツ施設などのインフラ、産業支援などが挙

げられている。自然環境に恵まれているが、国際化やインフ

ラ整備など行政・政治面で補う分野は弱みと指摘されてい

る。 

もう１つ。将来の熊本都市圏の姿（都市づくりを優先すべ

きか）を聞いたところ、一番多かったのは「都市基盤が充実し、

利便性の高い都市」で、次いで「豊富な農水産物の生産に

加え、食にかかわる産業・情報が集積する食の拠点となる都
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市」「文化・芸術イベントや、豊かな自然に多くの観光客が訪

れる賑わいのある都市」「企業誘致や地場産業の活性化に

より、産業に活力があふれる都市」「都心と郊外が持つそれ

ぞれの良さが共存するバランスのとれた都市」などが上位に

並んだ。 

経済界初のビジョンの特徴 

１、行政区域を経済界は超えられるビジョンが作れる 

２、首長の任期にとらわれない計画づくりが可能 

３、提案し、実現に努力する 

発想 

県の範囲を超えて、九州マターで発想し、熊本が九州の

ために何が出来るかを考えていく 

・当面する課題 熊本市の将来を決する事業が目白押し 

・中心市街地の活性化策としての桜町、花畑の再開発 

・ＪＲ九州熊本駅の０番線の跡地利用 

・ＮＨＫ熊本放送局の跡地利用 

・合同庁舎の跡地利用 

・県営野球場 

・水前寺競技場 

・加藤・細川歴史記念館 

・漫画ミュージアム 

桜町・花畑地区の再開発事業は１３年に都市計画の決定、

事業認可、１５年に解体、着工、１８年に完成予定。 

熊本市によると、ポイントは 

① 桜町地区については、新たな公共施設整備はＭＩＣＥ施

設に集中させ、コンベンションや会議だけでなく、音楽コ

ンサートや屋内型イベント、展示会など多彩な賑わいを

生み出す空間とする 

② 花畑地区は桜町再開発地区の施設群とアーケード街と

の結節性を重視、辛島、花畑公園やシンボルプロムナ

ードとの一体性も考慮しながら、オープンスペースの賑

わい機能を果たす広場を整備する 

③ 旧産業文化会館のホール機能は、新たに整備するＭＩ

ＣＥ施設と市民会館などの既設施設により、機能分担を

図る 

④ 新たに都市計画の手法を活用、地区全体を結節させ、

熊本城と庭続きとなる「まちの大広間」シンボルプロムナ

ードの整備を進める 

「ＭＩＣＥ施設の方向性」は上層階にメーンホール・２千

席と多目的ホール・千㎡とし、連結型ホールとして三千

人収容可能とする。中層階は国際会議や四百人程度の

イベントが出来る国際会議ホールを整備する 

一方、交通センター部分はバスターミナル、商業、ホテル、

シネコン、マンション、駐車場とする。商業施設は自社運用と

し、テナントを入れる。キーテナントと専門店街を置く。バスは

辛島公園側とＮＴＴ側を通すように計画している。商業施設

ではキーテナント探しはこれから。「県民百貨店」は「選択肢

の中に入っている」と言っている。県民百貨店は借家権者で、

参考側が仮店舗を用意しなければならない。センタープラザ

は２店舗を除き定期賃貸者契約となっており、２年後に終了

となる。 

 

 

職業奉仕委員会（久峨章義君） 

◯職場訪問（九州クラフト工業） 

日時：2012 年 12月 17 日（月）14：00～ 

坂本（研）会員には、暮れのお忙しい中ご協力頂き真にあり

がとうございました。 

参加者：計 18 名 後藤、原、稲留、今村、井上(雅)、久峨、

古財、丸山、三角、永井、園田、漆島、塩井、坂本(幸)、渡邉、

吉本、山内、山本（敬称略） 

 

【例会予定】 

2/4  会員卓話 寿崎PG 

2/25 外部卓話 薄井良文様 （阿蘇広域消防本部） 

 

【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） 

 2月 7日（木）20時より西部ガスにて 

 内容「世界の鍋」 

 

 2月 17日（日） 

 内容「熊本城マラソン清掃活動」 

 ※参加人数が少ない可能性があり、日程変更の可能性 

あり。 

 

○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：2月 6日（水）１６：００～ 

場所：国府高校 

内容：未定 

 

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。 


