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本 日 の外 部 卓 話  芸 妓  あや子 様 の「芸 妓  6 0 年 」より 

 

4.「熊本まちあかり」の地区への支援要請について 

⇒地震義援金の使途を申請。社会奉仕・RAC・IAC 委員会

からの支援が承認されました 

5.RYEマルチの承認について ⇒承認されました 

6.観月会について 

⇒10/17（月）「観月会例会」とするため、会費のうち3,000円

をクラブ負担とする、また、新入会員歓迎会も兼ねること

が承認されました 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

   皆さま、こんにちは。先週 9月 5日は、台風 12号接近

のため急遽取り止めといたしましたので、2 週間ぶりの例

会です。 

本日の卓話は芸妓のあや子様にお見えいただきまし

た。個人的には私の父も大変お世話になっており、長い

お付き合いをさせていただいております。卓話も楽しみ

にしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

  定例理事会報告（漆島典和君） 

1.濱田定勝会員の退会（8/31付）について 

⇒承認されました 

2.台北大同扶輪社来熊について 

⇒予算承認されました（スマイル会計支出） 

3.短期青少年交換留学事業収支報告について 

⇒承認されました 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 熊本南 RAC 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１０/１ 台北大同扶輪社歓迎ゴルフコン

ペ＠熊本空港 CC 

１０/１ 台北大同扶輪社歓迎会＠松葉 

１０/２ 台北大同扶輪社歓迎ゴルフコン

ペ＠あつまるレーク CC 

１０/３ 第 2回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本  

１０/８-９ RI第 2720地区 RA第 32回年

次大会＠ホテル熊本テルサ 

１０/１７ 観月会・新入会員歓迎会 

＠ホテル日航熊本 

１０/２１ 熊本中央 RC チャリティコンペ 

＠グランドチャンピオン CC 

１０/２２ 規定審議会報告・管理運営セミ

ナー＠司ロイヤルホテル 

１０/２２ 玉名 RC 創立 50周年記念式典 

      ＠司ロイヤルホテル 

１０/２４ 熊本市域 RC 第 2回会長・幹事

会＠ホテルキャッスル 

 

 

 

 

 

第８回例会記録（通算第 2698回）  

平成 28（2016）年９月１２日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

芸妓 あや子様 

下田眞一郎様（ヒロ・デザイン専門学校長） 

一明 豪様（ヒロ・デザイン専門学校） 

住永栄一郎様（熊本りんどう RC） 

張 翰博君（米山奨学生） 
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例会変更のお知らせ 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月27日（火）１2：30～ 

[変更後] 9月28日（水）１9：00～ 

[場  所] 割烹 火の国 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月28日（水）１8：30～ 

[変更後] 9月28日（水）１9：00～ 

[場  所] 未定 

 

幹事報告（坂本研一君） 

 

 

 

 

 

1.熊本りんどう RC より「創立10周年記念式典のご案内」が届

いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

いたします。  

2.熊本南ローターアクトクラブより「例会報 Vol.4」が届いてお

ります。 

3.米山梅吉記念館より「館報 Vol.28」が届いております。 

4.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

5.来週（9/19）例会は祝日のため休会です。次回は9/26

（月）です。ご注意ください。 

 

 

新入会員自己紹介 3回目（吉村郁也君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。早いもので入会させていただき

まして3回目の自己紹介です。3回目は私の生業について

お話したいと思います。私は株式会社グローカル・ビジ

ョンという会社で代表をしておりますが、この「グロー

カル」とは、グローバルとローカルを繋いだものです。 

国際的な視点で地方の施策を考えていこう、という考え

からネーミングいたしました。現在、熊本県の国際戦略

の特別顧問をしており、毎月東南アジアを中心に出てお

ります。何のために行くかといいますと、九州及び熊本

県内企業の海外進出のお手伝いが主になります。また、

元々やっていた仕事の関係で、危機管理についての講演

を週1回ほど行っています。この度熊本南ロータリーク

ラブに入会させていただきましたので、これまでの経験

を活かしながら、特に国際交流に関する活動のお手伝い

ができたらと考えています。また、今回の熊本地震にも

大変驚かされましたが、今後、南海トラフ地震や東京直

下型地震等が心配されています。そのような大災害が起

こった場合、日本に余力はないと思います。日本経済が

沈下した時にどう生き延びるのか、経営者の皆さまには

頭の中に入れておくべきことだと思います。個人的に相

談したいことがありましたらお気軽にお声掛けくださ

い。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

熊本りんどう RC 挨拶（住永栄一郎様） 

 

 

 

 

 

創立10周年記念式典のご案内がございました。 

（詳細は下記のとおり） 

【日 時】2016年11月23日（祝） 

     13：00～受付 

     14：00～記念講演 

     16：00～点鐘・式典 

     17：00～祝宴 

【場 所】熊本ホテルキャッスル 

【登録料】12,000円（会員）/8,000円（ご家族） 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

 

 

 

 

 

9月分の奨学金が交付されました。 

来月10月は米山月間となるため、来月より「米山奨学生卓

話」で他クラブへ訪問いたします。10月末には当クラブで

も卓話を予定しております。皆さまのご理解とご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３８名 66.67％   ８２.４６％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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●親睦活動委員会（三角雄介君） 

  

 

 

 

ゴルフ愛好会親睦コンペのご案内 

「熊本中央 RC チャリティコンペ」にご一緒させてい

ただき、開催いたします。（詳細は下記のとおり） 

 【日 時】2016年10月21日（金） 

 【場 所】グランドチャンピオンゴルフクラブ 

【会 費】12,000円 

（参加費、プレー代、昼食、1ドリンク込） 

 多数のご参加をお待ちしております。 

  

  ［誕生祝］       ［結婚祝］ 

 堀川貴史君 9.3    雑賀庸泰君 9.5 

 井上雅文君 9.3    三角雄介君 9.6 

 丸山浩之君 9.14    古財良一君 9.10 

  雑賀庸泰君 9.15 

 大津英敬君 9.22     

 坂本幸樹君 9.27 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

●青少年奉仕委員会（丸山浩之君） 

  

 

 

 

  皆さま、こんにちは。当クラブでは、10月15日（土）

開催されます、ヒロ・デザイン専門学校主催の第13回

「高校生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄」

に協賛いたしておりますが、今年度より「熊本南ロー

タリークラブ賞」の選考もクラブにて行うことが決定

しました。この時間を使わせていただき、選考・決定

したいと思います。皆さま、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

◆寿崎 肇 PG 報告 

 

 

 

 

9/3～4開催されました「2016-17 RYLA セミナー」に

参加いたしました。今年のテーマは「その時どーす

る？ピンチに強いリーダー論」で、危機管理に関する

講師のお話があり、その時の資料を各テーブルに用意

しております。大変参考になるかと思いますので是非

お読みください。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

   

 

 

 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

  古財良一君・北口 誠君 

本日の卓話者 あや子様、ご来訪ありがとうございます。お

話を楽しみにしております。また、本日ご来訪のヒロ・デザ

イン専門学校 下田校長、一明様、熊本りんどう RC の住

永様、ありがとうございます。米山奨学生 張 翰博君、よう

こそ熊本南 RCへ。例会をお楽しみください。 

○久峨章義君・後藤 博君・井上雄一朗君 

  住永さんのご来訪を歓迎します。ただ、Tシャツ＆Gパンは

ダメです。罰として今年も熊本城マラソンを走ってくださ

い。 

○倉崎保広君・丸山浩之君 

  ヒロ・デザイン専門学校 下田校長、一明先生のご来訪を

心より歓迎いたします。また、熊本りんどうRC 住永さんの

ご来訪を歓迎いたします。 

○寿崎 肇君 

 昨日、9月11日東京明治記念館で国づくり人づくりの

セミナーに出席して来ました。判断に困った時は歴史

に学ぶことを改めて考えさせられました。勉強させて

いただき感謝します。ありがとうございました。 
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●外部卓話（古財良一君） 

 「芸妓 60 年」について  芸妓 あや子様 

  

 

 

 

 

 1933 年生まれ。菊池高校卒業後、芸妓の道へ。1962

年花柳流師範免許取得。1986 年、国立劇場で開かれた

全国の芸妓が芸を競う「紅緑会」で長唄「小鍛冶」を

上演、最高賞の文部大臣賞を受賞。 

 

 

 

 

  

 

 

 

【例会予定】 

10/3 調整中 

10/10 祝日のため休会 

10/17 観月会例会 

10/24 米山奨学生卓話 張 翰博君 

10/31 調整中 

 

【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：10月6日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：福祉について例会（クラブ奉仕） 

 

熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：10月20日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：スポーツの秋例会（社会奉仕） 

 

○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：10月5日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：10月19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。 

◆RIニュース（国際ロータリーHPより） 

 

 

 

 

 

ロックの殿堂入りを果たした伝説的シンガーで、ポリ

オサバイバーであるドノヴァン・レイッチ氏が、幼い

ころに苦しめられたポリオ（小児まひ）と再び闘うた

め、ロータリーのポリオ撲滅大使となりました。3歳

のときにグラスゴー（スコットランド）でポリオに感

染したドノヴァン氏。右足がだんだんと弱く、細くな

り、左足より小さくなりました。彼は、わが子のベッ

ドにかかりきりとなった父親が、自分に詩を読んでく

れたと当時を偲びます。その詩があったから、創造的

なライティングの力が育ったのだと同氏は話します

（「Daily Express」とのインタビュー）。「あの経

験がなかったら、この半世紀、自ら作詞を手がけるこ

とはなかったでしょう」。「一つの領域で障害をもつ

ことが、ほかの領域の探索へと自身を駆り立てるのだ

と、僕は強く感じます」と話すドノヴァン氏。そうし

て最近、ロータリーのポリオ撲滅大使となりました。

ドノヴァン氏は、英米その他の国々でヒットアルバム

と、『メロー・イエロー』や『ハーディ・ガーディ・

マン』といったお馴染みのシングルを生み出しました。

また、『イエロー・サブマリン』を含む複数曲でのビ

ートルズとのコラボや、ボブ・ディランやジョーン・

バエズといった伝説的ミュージシャンとの共演も実

現。「ポリオに感染したことが、年齢を重ねる中で妨

げになったことはありません。片足がもう片方の足よ

り小さいと、何の問題もなく動き回れるような楽しさ

は得られないけれど、幸い音楽業界では、みんな僕の

歌と演奏だけに関心を寄せてくれます。足のサイズじ

ゃなくてね」ドノヴァン氏は今後、ポリオ撲滅大使と

して「Purple4Polio campaign」（ポリオのための紫

キャンペーン）を支援します。これはグレートブリテ

ンとアイルランドのロータリーと王立園芸協会の協

力による活動で、紫という色は、ポリオ予防接種活動

で、保健員がワクチンを与えた子どもの小指に紫色の

インクを付けることに由来しています。「ポリオに感

染した身ですから、このキャンペーンに参加する決断

は簡単でした。皆さんに伝えたいことは、ポリオは世

界中からほぼ撲滅間近であるということ。これはとて

も重要なことです。最後の一押しというのは、いつだ

って最も苦労を要することですから、僕は力になりた

いんです」  

 

http://www.express.co.uk/life-style/health/695432/Dovovan-Leitch-folk-singer-childhood-polio-musician
http://www.rotarygbi.org/what-we-do/purple4polio/

