
 
 

 

 

 

 

坂口恭平様、建築についての卓話ありがとうございました！ 

から申し上げますと「教育」だと思っています。世界中の人

が個人主義へと向かっていてその個人主義が「無関心」を

生み出しているのではないかと思います。マザーテレサの

言葉で「愛の反対語は無関心」とあるように「無関心」は罪と

なると思います。この「無関心」がロータリーの問題点へも

関わりある言葉だと思います。8月 12日、ニューヨークの国

連本部にて発表されたマララ・ユスフザイさんのスピーチ

にあるように「教育」が世界の、そしてロータリーの問

題を解決してゆくと考えております。熊本南ロータリーク

ラブ会員の皆様と共に世界の現状を共有し、「愛」を以て世

界へ光（灯り）をあてていければ良いなと思っております。 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 第 2720地区 RAC第 29回年次大会本登録のご案内が

届いております。 

2. 熊本城マラソン実行委員会より「熊本城マラソン 2014」

ボランティアについてのお願いが届いております。 

3. 国際交流会館より 9月催物御案内が届いております。 

 

 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

ガバナー・エレクト・ノミニー・定款・アイサーブ・ウイサー

ブなどロータリークラブには様々な決まりごと（知るべきこと）

や特殊な組織名称がございます。しかし、昨今この決まりご

とが御座なりになっている現実があるように思います。会員

維持増強・後藤委員長、ロータリー情報・漆島委員長と相

談をしながら 10 月もしくは 11 月あたりに「ロータリーセミナ

ー」の実現を考えております。ロータリアンとしての認識を更

に深めるためにも、責務や恩恵を知るためにもこの「ロータ

リーセミナー」はとても有意義なものとなることでしょう。セミ

ナー実施へ向けまして、これから話を進めて参りたいと思

います。 

本日は 8月最後の例会となりますが、月間テーマは会員

維持増強でした。会員維持増強といえば、増強の方に目が

向きがちになるところですが、私個人としては勉強会・委員

会・研修会など行いながら、退会者のない会員が維持され

る楽しいクラブを目指しております。本年度も「サクセスジャ

パン」を掲げ会員増強を行っております。世界大会でもロ

ータリーの問題点は毎年話されます。問題点の解決を結論 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.臨時総会・定例理事会 

         

  

        

  
 

９/９ 創立 55周年記念例会 

    ＠ホテル日航熊本 

９/２８ 米山記念奨学会委員会 

＠はあもにい 

９/３０ 観月会例会＠ホテル日航熊本 

１０/１２－１３ RAC 年次大会＠人吉 

１０/１９－２０ 第１２回日韓親善会議 

          ＠ソウル 

 

 

第７回例会記録(通算第 2575 回)  

平成 25（2013）年８月２６日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

建築家 坂口恭平様 

熊本中央 RC 坂口滋一様 

平田耕一様 
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出席報告（永井富士雄君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５８名 ４２名 79.25％ ８２．１４％ 

出席規定適用免除者 6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） 

 

 

8/19 定例理事会報告 

・第2720地区ガバナーノミニー選出について 

野田三郎パスト会長を選出→承認されました。 

・野田三郎パスト会長がガバナーとして活動されることでサ

ート体制が必要→ 

熊本南 RC全体で支援を行うことが承認されました。 

・10/7例会を休会→2014.2/10休会を取り消し、通常例会と

する→承認されました。 

 

 

8/26 2012-13年度臨時理事会報告 

・2012-13年度決算報告について→ 

 収支バランスは会員60名でぎりぎり取れている状態 

 監査報告は適正なものと認められました。 

・2012-13年度ホーム出席１００％表彰について→ 

 5,000円相当の記念品とする。（井上雅文会員） 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～運動公園清掃のため時間場所変更 

[日  程] ９月１０日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] ６：３０～ 

[場  所] 運動公園 

 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] ９月１１日（水）１２：３０～ 

[場  所] 松永日本刀剣鍛錬所 

 

○東ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[日  程] ９月１７日（火）１２：３０～ 

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～ 

 

○水前寺公園ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[日  程] ９月１８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

 

 

○東南ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[日  程] ９月１８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～ 

 

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[日  程] ９月１９日（木）１８：３０～ 

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～ 

 

○05福祉ＲＣ～合同例会のため時間変更 

[日  程] ９月２４日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １７：４５～ 

 

○りんどうＲＣ～夜例会のため場所変更 

[日  程] ９月２６日（木）１９：００～ 

[場  所] 未定 

 

 

第5回熊本中央 RCチャリティーゴルフコンペのご案内 

坂口滋一様・平田耕一様（熊本中央RC） 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。本日は第 5 回熊本中央 RC チャリティ

ーゴルフコンペのご案内で参りました。今回も多くの方に参

加頂きたいと思っております。毎回 100名程度ご参加頂いて

おりますが、テレビや雑誌等の取材もあり、外部の方も参加

頂けますので、この機会に是非親睦を深めて頂きたいと思

います。もちろんチャリティーがございますし、クラブ対抗戦

等も考えております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

委員会報告 

●R情報委員会（漆島典和君） 

ポール・ハリスの最初の論文より 

 “ロータリーはポール・ハリスがつくった”ロータリアンであ

れば誰もがごく素直に信じている、この神話は正しいのだろ

うか。ポール・ハリスがシカゴ・クラブをつくった。これは確か

にその通りである。だからシカゴ・クラブはポールの言うとおり

になったかというと、とんでもない話なのだ。奉仕の理想はポ

ールが考えた。これも簡単にそうは言い切れない。ポール・

ハリスはその著書の中で、自分は設計者でチェスレイ・ペリ

ーが建築者だと書いているが、チェスの他にも奉仕の理論、
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ロータリー思想の提唱者は陸続として輩出して、壮大なロー

タリー世界の建設に参加しているのだ。むろん第一にはポー

ル・ハリスを挙げなければならないが、たとえば“利己と利他

の調和”“He profits most who scrves best”を説いたアーサ

ー・フレデリック・シェルドンが居る。“Service, not self”を提唱

したフランク・コリンズが居る。この2人は1911年のポートラン

ド大会に現れた。つづいて1913年のバッファロー大会では、

Dr.アレン・アルバートが“実力の涵養と人格の形成がロータ

リーの目的である”と講演する。又この大会で提唱されスーシ

ティ・クラブがまとめた“道徳律”は、1915年のサンフランシス

コ大会で決議宣言されてガイ・ガンデイカーの“ロータリー通

解”に採録される。やがてフランク・マルホランドの“実践論-

原理認識のための行動”が起こり、1927年以降の4大奉仕に

つながっていくのである。このようにロータリー初期の人々が

開拓してきた諸源流を凝結して、理論と実践の調和を中心

に集大成したものが1923年の決議34号である。これを書き上

げた中心人物は、ナッシュビル・クラブのウィリアム・メニア・ジ

ュニアと言われている。 

 

 

寿崎肇 PG 報告 

8/20上熊本の県立体育館で参加校27校・参加者約800名

で第30回熊本市中学校バドミントン大会が行われました。熊

本南 RC が昭和59年から始めたものです。メーカーさんの協

力も得てはおりますが、30年近くも熊本南 RC が続け、市内

中学生800名のバドミントン大会を主催し続けてきたことを、

この度の大会を見学して熊本南 RC は凄いことをやり続けて

きたものだなと思い、縁の下の力持ちの木村弘訓会員に心

からありがとうと感謝申し上げ、改めて私は感動いたしました。

最初に音頭をとったのは深水初代会長・その時の会長神谷

平吉会員・それから木村弘訓会員のお父様で元熊本南 RC

会員の木村茂さんです。この木村茂さんがお元気な頃、私

もご指導いただきました。優しいお方でしたが、濟々黌高校

野球部の監督として甲子園で優勝させた方です。昔人間と

言っていい方で、間違ったことを言ったりするとビシビシやら

れたものでした。軍人養成学校と昔言われた濟々黌高校野

球部の監督ですから当然でしょう。バドミントン大会は今年が

30回目ですが、早くからわかっておれば熊本南 RC 歴代会

長感謝の大会にすべきだったと思いました。来年まで皆様と

もどもお考えください。会場を回って試合や応援の方々を見

させてもらいました。皆様真剣に取り組み、応援の方々も楽

しそうでした。同級生でしょう、黄色い声を張り上げて声援す

る中学生。お母さん方の声援と熱心な眼差しを見ながら、負

けたお子さんに対し、どんなお褒めの言葉で話すだろうか、

また負けた相手や外の試合を見て、どのような激励をなさる

だろうか、中学生の子供の母親ですからベテランのお母さん

です。色々と考えますが何といってもスポーツは素晴らしい

と思います。この大会でいらぬお世話をした私が叱られそう

なことは、熊本南 RC 理事会でこの大会を辞めると決まった

のに、君はなぜ続けようとしているのか、です。申し訳ないこ

とではありますが、少々言い訳をさせて下さい。伝統あるこの

素晴らしい熊本南 RC の灯を消したくなかっただけです。大

会を辞める理由の理事会の賛否は聞いておりません。私も

ロータリークラブで勉強させて頂いて50年程になります。四

つのテストに照らしても、超我の奉仕にしても、決議23-24を

考えても、奉仕を志す人がロータリアンです。奉仕とはどうす

ることかです。一言、相手の喜ぶことをやり続けることと教わり

ました。私は小売業ですから、ロータリーと同じように教わっ

たのは商業界でした。先ず「正しきによりて滅ぶ店あらば滅

びても良し断じて滅びず」を信念とせよ。そして「損得より善

悪が先。創意を尊びつつ良いことは真似しろ」や「お客に有

利な商いを毎日続けよ」また、正しいとは相手の立場に立っ

て考えること等でした。言い訳が長くなりました。唯一のお願

いはこの伝統ある我が熊本南 RC のバドミントン大会を今後

続けてやろうと決めて下さい。伏してお願い申し上げます。

最後になりましたが、木村弘訓会員には長い間2代に亘り、

ボランティアとしてバドミントン大会を支え、熊本南 RC の名

声を高めて下さいました。心から御礼申し上げますと共に、

熊本南 RC の伝統ある素晴らしい灯を消さないようお願い申

し上げるものでございます。 

 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○坂口滋一様・平田耕一様（熊本中央 RC） 

  本日は来たる10月25日に開催を予定しております、チャリ

ティーゴルフコンペのご案内に参りました。熊本南 RC 様

にはいつもご参加頂きありがとうございます。今年もよろし

くお願い致します。 

 

○野口泰則君・今村浩昭君・堀川貴史君・藤見泰之君・ 

坂本幸樹君 

本日の来訪者、熊本中央 RC の坂口様・平田様、ようこそ

おいで頂きました。また、本日の卓話者 坂口恭平様、卓

話楽しみにしております。 

 

○渡邉秀章君 

  本日卓話頂きます坂口恭平様、誠にありがとうございます。

お話大変楽しみです。どうぞよろしくお願いします。 

 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・星野誠之君   

本日の卓話者坂口恭平様に心から感謝します。また、当

クラブの来訪者 熊本中央RCの坂口様・平田様を歓迎い

たします。 

 

○丸山浩之君   

熊本中央 RCの坂口様のご来訪を心より歓迎いたします。

いつも大変お世話になっております。 
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○坂本幸樹君 

当クラブへの来訪者、熊本中央 RC の坂口滋一様を歓迎

いたします。大学生の頃、アルバイトで働かせて頂いた恩

は一生忘れません。感謝のスマイルです。 

 

○寿崎肇君 

8月20日に熊本市中学生バドミントン大会が行われました。

800名の中学生の試合、昭和 59年に熊本南RCが始めた

大会です。そして 30年近く熊本南 RCが主催して参りまし

た。素晴らしいとも凄いとも感じます。 

 

○髙宮 宏君 

猛暑の後は大雨と天候不良で健康維持も大変ですね。と

ころで「ぼした祭り」もいよいよ来月ですが、9月 7日に高

校 OBの前夜祭があります。関心がある方は招待券があり

ますので、どうぞ申し出下さい。 

 

○三角雄介君 

  本日、親不知を抜きます。 

 

○吉本栄一君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

０（ゼロ）から考え、行動に移す  （坂口恭平様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築家 1978 年熊本市生まれ 34 歳 

熊本県立熊本高等学校、早稲田理工学部建築学科卒業 

建てない建築家・哲学者・画家・ミュージシャンでも

ある。 

2011 年 3 月 東日本大震災後、妻子を連れ東京から熊

本に帰郷。熊本市中央区内坪井の借家を

「ゼロセンター」と名付け、福島県から

避難した人を無償で受け入れ。夏休みに

は、50 人の子供たちを個人のお金 150 万

円投資し、3 週間招待した。 

2011 年 5 月 首相官邸とする「新政府」を樹立 

2013 年 4 月 吉阪隆正賞を受賞 

 

［主な著作活動］ 

卒業論文として発表した路上生活者の家の調査が、

2004 年に「0 円ハウス」という写真集としてリトルモ

アから出版される。その後、世界各地で出版され、そ

れに伴いベルギー・メキシコで展覧会を開催する。 

2006 年にはカナダのバンクーバー州立美術館にて初

の個展を開催し、その後カナダ国内を巡回。 

2007 年にはケニアの「World Social Forum Nairobi 

2007」で作品展とワークショップ、フランスのサン・

ナザレアでは展覧会に参加。 

2008年1月に隅田川沿いに暮らす都市生活者の達人の

生態を描いた「ＴＯＫＹＯ 0 円ハウス 0 円生活」

を出版、さらに小説「隅田川のエジソン」（青山出版

社）「ゼロから始める都市型狩猟採集生活」（太田出

版）。「独立国家のつくりかた」（講談社現代新書）。

新刊「幼年時代」を出版するなど著書多数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂口恭平様の主な著書 

 

 

【例会予定】 

9/9 創立55周年記念例会 

9/16 祝日のため休会 

9/23 祝日のため休会 

9/30 観月会例会 

 

【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：9月19日（木）20:00～ 

場所：西部ガス 

内容：ＯＢ卓話 

 

○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：9月 18日（水）１６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：夏休みの活動まとめ・文化祭準備 

 

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。 


