第３０回例会記録(通算第 2558 回)
平成 25（2013）年３月２５日
婦人の会の皆様、これからもご支援よろしくお願いします！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」
来訪者紹介
中村花誠様（舞踊家・鳴物師）

。

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

４/８ 花見の会＠江藤ボートハウス
４/１３ 米山オリエンテ－ション
４/１５ 職場訪問＠熊本ワイン(株)

4.外部卓話 山田麻樹様
（海外青年協力隊）

ワイン会＠松葉
４/２０ 玉名中央ＲＣ３０周年
＠ホテルしらさぎ
４/２１ ２０１３－２０１４地区協議会
＠人吉カルチャーパレス
５/１０中央 RC 創立２５周年記念例会・懇
親会＠ニュースカイ

今村孝明様（邦楽囃子方）
中村くるみ様（ザ・わらべ）
上村文乃様（ザ・わらべ）
浅山由紀子様（夫人の会）
漆島陽子様（夫人の会） 美音ちゃん、天音ちゃん
杉田成様（夫人の会）
渕田美恵子様（夫人の会）
永井由紀子様（夫人の会）
古財和代様（夫人の会）
園田美香様（夫人の会） 拓士君
坂本あい様（夫人の会）

幹事報告（漆島典和君）
１．RI第2720地区 地区協議会部門別協議会のリーダー
要請の委嘱状が届いております。
2. 国際ロータリー第２７２０地区2012-2013年度地区大会
のお礼状が届いております。
3. 熊本中央RC創立25周年記念例会、懇親会の案内が
届いております。

会長報告（浅山弘康君）
本日は所用のため、例会を欠席させていただきます。
大変申し訳ございません。今年度も残しますところ後 3 ヶ月
になりました。会員の皆様にこれまでのご協力に深く感謝
申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本
日（3/25）は「夫人の会」の日でもあります。「夫人の会」にご
出席いただきました皆様には厚く御礼を申し上げます。私
も出席したかったのですが所用のため出席がかないませ
ん。意識的に避けたわけではありませんので！今日の例会
を楽しんでいただければ幸いです。

4. 第25回全国ローターアクト研修会登録のお礼が届いて
おります。登録の報告として名札とプログラム冊子を受
付で配布しております。
5. 公益財団法人 米山梅吉記念館より館報21号および春
季例祭の案内が届いております。
6. 米山記念奨学事業より事業の説明と奨学生との懇親会
の案内が届いております。
7. 熊本南RACより創立30周年記念式典の案内が届いて
おります。
8. 玉名中央RCより週報が届いております。

○菊南 RC～合同例会の為時間場所変更
[変更前] ４月１７日（水）１２：３０～

出席報告（現王園敏伸君）

[変更後] １８：００～

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３２名

56.14％

８３．０５％

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

[場

所] 「ユウベルホテル」

○平成 RC～合同例会の為時間変更
[変更前] ４月２４日（水）１２：３０～

欠席記録免除者 0名

[変更後] １８：３０～

０名（会員数には含まれません）

○熊本西 RC～定款に基づき休会
[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～
例会変更のお知らせ

[場

所] 「ニュースカイ」

○りんどう RC～木山弾正祭の為日程変更
[変更前] ４月４日（木）１３：００～

０５福祉 RC～定款に基づき休会

[変更後] ４月７日（日）

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～
[場

所] 「火の国ハイツ

○城東ＲＣ～創立25周年記念例会の為時間変更
[変更前] ４月８日（月）１２：３０～
[変更後] １８：３０～
[場

退会挨拶（河口義弘君）

所] キャッスル

熊本南ロータリークラ
ブに入会して２５年目に

○熊本西 RC～夜例会の為日時変更

なりました。その間、先

[変更前] ４月９日（水）１２：３０～

輩会員から色々な事を

[変更後] ４月１２日（火）１８：３０～

教えていただき可愛が

[場

っていただきました。

所] ニューオータニ

国際大会、他地区大
○東南 RC～創立記念花見例会の為時間場所変更

会、地区大会、地区協

[変更前] ４月１０日（水）１２：３０～

議会、IM、他クラブでのメーキャップ等、同期入会の会員、

[変更後] １８：００～

入会間もない会員の皆様とも親しくさせていただき、感謝以

[場

外の言葉はありません。

所] 「城見櫓」

私事になりますが、最近、気力・体力・記憶力が少しづつ
○平成 RC～合同例会の為日時変更

減少しはじめました。気は気でも病気の気だけが増加してい

[変更前] ４月１０日（水）１２：３０～

くような気がします。残念ですが、３月末日をもって退会の意

[変更後] ４月１２日（金）１８：３０～

を提出し、承認していただきました。
本当に２５年の間、交際していただき、有り難う御座いまし

○西南 RC～合同例会の為日程変更

た。尚、明日３月２６日から中華民国台湾 台北大同扶輪社

[変更前] ４月１１日（木）１８：３０～

の周年行事及び、姉妹クラブ協議会に出席し、最後に蘇建

[変更後] ４月１２日（金）

興氏（ダニエルさん）の墓参りをしてロータリーメンバーを引
退したいと思います。

○西稜 RC～西稜の森下草刈りの為日程変更
[変更前] ４月１５日（木）１８：３０～
[変更後] ４月１４日（日）

新事務職員の挨拶（東富士子君）
４月よりお世話になります、

○０５福祉 RC～合同例会の為日時場所変更

東と申します。伝統ある、熊

[変更前] ４月１６日（火）１２：３０～

本南ロータリークラブで働くと

[変更後] ４月１７日（水）１８：００～

いうことで大変緊張しており

[場

ます。 今月から引き継ぎで

所] 「ユウベルホテル」

来ております。まだまだ不慣
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○寿崎肇君
３月１６日、１７日第２７２０地区会長エレクト研修セミナーに
出席させて頂きました。テーマは「ロータリー魅力の探求」
のグループ討論の中に入って勉強させて頂きました。各
グループからの発表は勉強になりました。感謝してスマイ
ルさせて頂きます。ありがとうございました。

れで皆様にもご迷惑をお掛けするかと思いますが、頑張りま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

次年度会長エレクト報告（野口泰則君）
ロータリー財団の新システムの研修報告と、国際ロータリ

○古財良一君 Ⅹ
昨日はオハイエくまもと「第４回とっておきの音楽祭」が街
中９か所で盛大に行われました。これも南 RC の方々のお
力があってこそだと思います。顧問の浅山会長、田川さん
はじめ、ボランティアを手伝って頂いた、坂本（研）さん、三
角さん、井上さん、懇親会まで参加頂いた漆島さん、赤澤
さん、本当にありがとうございました。これからも継続して開
催していきますので、どうぞ宜しくお願いします。本日はオ
ハイエの関係でどうしても欠席しますことをお許しくださ
い。

ーの新しい方針の説明がありました。

委員会報告
●親睦委員会（三角雄介君）
４月８日（月）花見の会のご案内
●社会奉仕委員会（赤澤 剛君）

3月24日、オハイエ熊本のとっておきの音楽祭が、
交通センターセンターコートを中心に開催されまし
た。当クラブとしては、昨年はハンドベル贈呈を行い
ましたが、今年度は音楽祭のお手伝いのみとなりまし
た。終了後、漆島幹事と赤澤で懇親会に参加し、来年
以降も継続の予定であり、熊本南 RC への協力依頼が
ありました。
（参加者:浅山会長、漆島幹事、古財副幹
事、丸山会員、坂本（研）会員、坂本（幸）会員、三
角会員、赤澤会員、田川会員夫人）

○坂本幸樹君 Ⅱ
昨日のオハイエくまもととっておきの音楽祭は最高でした。
フィナーレの演奏は本当に感動しました。これからずっと
オハイエの活動を応援したいと思いました。それと私事で
すが、今年の６月９日に、ここ日航ホテルの阿蘇の間で結
婚披露宴をさせて頂きます。南ロータリークラブの皆様に
は案内状を送らせて頂きますので、宜しくお願い申し上げ
ます。
○田川憲生君
熊本市の会議の為、早退せざるを得ません。「ザ・わらべ」
の踊りと演奏が観れなくて残念です。

●スマイルボックス（坂本研一君）
○婦人の会様 Ⅹ

○工藤青史君
満開の桜がきれいですね。本日は仕事の関係で早退致し
ます。花見ではありませんよ。

○漆島典和君、吉永彰一君
本日の卓話者（中村流師範中村花誠）ご一同様に心から
感謝します。当クラブへの来訪者（夫人の会）の皆様を歓
迎します。

○三角雄介君
本日所用により早退させて下さい。すみません。

○久峨章義君
本日の卓話者（中村花誠）様に心から感謝します。本日は
所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。

会員卓話（渡邉秀章君）
中村花誠様（舞踊家・鳴物師）
中村花誠さん

○永井富士雄君
本日の卓話者（中村花誠）様に心から感謝します。また、
本日の例会、夫人の会へ初めて我が奥さんが出席しまし
た。今後ともよろしくお願いします。

は祖母の影響を
受け３歳で日本舞
踊を始め、１５歳
で日舞の名取とま

○渕田俊郎君
当クラブへの来訪者（夫人の会）の皆様を歓迎致します。

りました。その一

○渡邉秀章君
本日、卓話をいただく中村花誠様はじめ、４名様のご来訪
を心から歓迎します。中村様と「ザ・わらべ」の皆様には昨
年６月の弊社のキャンペーン表彰式においても可憐な踊
りをご披露いただき、心から感動したことを覚えています。
本日はよろしくお願いします。

物）を中村寿誠氏

方、お囃子（鳴
に師事、中村流師
範として中村花誠を名乗る、舞踊家と鳴物師の両面を持つ
異色の存在で、西日本で数少ないというプロの女流演奏家
です。
十数年前に熊本へ帰った花誠さんは、本場京都や東京
で活躍する一方、西日本や地元でお囃子の世界を広げた
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いと考え、後継者の育成を志します。本物のお囃子による邦
楽コンサートを開催しながら、地元に根付いた本格的な和楽
と邦舞の世界を創りあげる努力をしてきました。それが本年
第１０回を迎えた『川尻をどり』や過去３回にわたって開催さ
れた『熊本をどり』等々の華やかな『をどり』の世界です。『を
どり』を通じて熊本の文化と観光の振興を！との花誠さんの
思いは、多くの方たちの協力の輪が広がりつつあります。さ
らに韓国ソウルでの講演をはじめ、海外でも積極的に活動し
ています。「熊本の歴史、文化、芸能等をベースにして、未
来の熊本のために伝統文化の花を開かせて行きたい。」と花

鼓の演奏

誠さんは語ります。
花誠さんは平成１２年に「ザ・わらべ」を結成しました。子ど
も演奏・舞踊家団です。「ザ・わらべ」は幼少のころからお稽
古を重ねてきて、色々なステージへ足を運んでいます。子ど
もたち自身も「自分がこれからの熊本の役に立っていくんだ」
という自負をもって積極的に取り組んでいます。「熊本をはじ
め、日本の文化を継いでゆくために、質のいい一流の芸を
持った子どもたちを育てたい。お蔭様でたくさんの方々に見
守っていただき、活動の場が増えています」と語る花誠さん。
そして子どもたちもその思いに答えて一生懸命に芸を磨い
ています。新幹線開業を期に、熊本からは質の高い多彩な

演奏・舞踊の様子

文化の発信が求められており、「ザ・わらべ」も、その役割を
担うことを、大いに期待されています。 （当日の資料より）

【例会予定】
4/8

未定

4/15 外部卓話 光輪寺住職 岩男慎治様
4/22 未定
【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：4 月 4 日（水）20：００～
場所：西部ガス
内容：30 周年記念式典準備

鼓の組み方の実演
。

日時：4 月 14 日（日）１3：００～
場所：西部ガス
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：４月３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（他団体が施設を利用する場合や生徒
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。

ザ・わらべ
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