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今 年 最 後 の 卓 話  久 峨 章 義 君 の 「 月 次 の 京 都 」 よ り 

 

 

がリニューアルを担当されています。是非ユナイテッ

ド・シネマ熊本に足を運んでご覧いただければと思い

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 65.52％   ８０.７０％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○西南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1月19日（木）12：30～ 

[変更後] 1月20日（金）18：30～ 

[場  所] ザ・スタイルオブエクセレント 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月25日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。今年最後の例会です。本日

の卓話は会員卓話で久峨章義会員です。後ほどよろ

しくお願いいたします。 

さて、12月16日～18日「熊本まちあかり」が開催

されました。このイベントは、当クラブ 杉光定則会

員の RKK さんがご尽力され今年から始まったイベン

トです。17日にはディズニーパレードも行われ大変

な人出となりました。こちらも杉光定則会員の会社

の方が、東京ディズニーランドを経営・運営する株

式会社オリエンタルランドに「被災地の子供たちに

勇気と夢を」と手紙を出され実現いたしました。私

も16日の準備のお手伝いと17日のパレードは家族と

観に行きました。杉光定則会員はご苦労されたこと

とお察しします。大変お疲れさまでした。また来年

も楽しみにしております。その帰りに今話題の映画

「君の名は。」を観たのですが、色々と考えさせられ

る大変メッセージ性の強い映画でした。ちなみに大

江のユナイテッド・シネマ熊本で観ましたが、こち

らは当クラブ 平尾豊幸会員の大和ハウス工業さん 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.会長念頭所感 漆島典和君 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１/２７ 第 3 回市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ニュースカイホテル 

１/２９ 2017-18 R 財団部門 地区補助金

管理セミナー＠ホルトホール大分 

 

 

 

 

 

第２０回例会記録（通算第 2710 回）  

平成 28（2016）年１２月１９日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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幹事報告（坂本研一君） 

1.日田中央 RC より「創立40周年記念式典・祝宴ご参加の御

礼」が届いております。  

2.今年の例会は本日で最後です。12/26「定款に基づき休

会」、1/2・1/9「祝日のため休会」となります。次回の例会

は1/16（月）12：30～です。ご注意ください。  

3.1/6（金）12：30～「熊本市域 RC新春合同例会」はニュース

カイホテル開催です。例会振替はいたしません。ご出席の

方はメーキャップに充当できます。 

4.1/10（火）18：30～「新年会」は松葉にて開催です。ご出席

の方はよろしくお願いいたします。 

5.2017-18（次年度）地区役員の委嘱状が届いております。

（高宮 宏会員・寿崎 肇会員・藤見泰之会員） 

 

2017-18（次年度）RI 第2720地区 役員委嘱状伝達式 

RYLA 委員会 副委員長（高宮 宏君） 

諮問委員会 委員（寿崎 肇君） 

インターアクト委員会 委員（藤見泰之君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。熊本南 RC より申請しており

ました、熊本・大分地震プロジェクト事業「オハイエ

くまもと障害者音楽支援」5,022,000円が承認されまし

たのでご報告申し上げます。復興の一助になるよう頑

張りますので、引き続き皆さまのご支援・ご協力をど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

●雑誌委員会（永井富士雄君） 

    

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。12 月は疾病予防と治療月間で

す。まず、横書き P7～12 特集 奉仕、その後…では創

立記念事業や社会奉仕事業で、地域の施設に祈念像や

花壇･備品など送るクラブは多いと思います。寄贈し

て事業を終了したとしても、その後のメンテナンスが

必要なケースもあるようです。この特集では、そうし

たメンテナンス活動を行っているクラブを紹介して

あります。4 クラブの紹介が記載されていますが、ど

のクラブも 30 周年・40 周年などの記念事業を通じて

新たな奉仕活動や会員の親睦の場につながっていま

す。P10 の行橋 RC の「アフターケアは大丈夫ですか？」

は創立 30 周年記念事業で彫刻像を制作し、周りに芝

生を植えて設置されました。しかし、芝生は伸び雑草

も生えます。そこで会員有志が清掃活動に努めました。

2004 年に全日本花いっぱい行橋大会が開催され、芝生

の一部を花壇にして参加し、その後必然的に毎年、苗

を植え、雑草を取り、水をまく継続的な活動になって

います。他の 3 クラブも同様の継続事業となっていま

す。当、熊本南 RC でも周年事業のその後はどうなっ

ているか、を考えさせられる内容になっています。P13

～15 では、ロータリー財団 100 周年を祝うと題して、

第 2760 地区が名古屋で開催したチャリチィーイベン

トの内容が掲載されています。P20～25 では世界各地

で台風や地震など大災害が発生していますが、ロータ

リーとシェルターボックスのパートナーシップによ

り、被災地でのボランティア活動を積極的に行ってい

ます。緊急シェルターやシェルターキット提供を行い

一人でも多くの人を救助しています。その内容が記載

されています。P36 ようこそロータリーでは、「あなた

はロータリアンとして若すぎる？」が掲載されていま

す。日本の RC は海外のクラブに比べて平均年齢が高

く 60 歳を超えるクラブが多いようです。(当クラブは

55 歳)30 代、40 代なら｢自分は若すぎる｣とか「話が合

わない」と心配になるかもしれません。ロータリーは

多様性を大切にしています。人種、国、職業、性別は

もちろんですが、年齢の多様性も大事です。先輩会員

と世代が違うあなたの感覚や発想は、クラブの宝です。

いろんな年齢の人たちと親しく付き合うこと、それが

ロータリーの良さの一つです。縦書き P4～8では、国

際ロータリー第 2530 地区の基調講演から「わが社の

震災復興への取り組み」が紹介されています。ご一読

ください。 



 3 

寿崎 肇 PG 報告 

 

 

 

 

 

タイでの国際奉仕活動について報告いたします。最初

タイ北部メコン川流域の小学校の飲める水を掘るため

の奉仕です。メコン川流域は上流に中国工業地帯があり、

その工場の垂れ流しの水銀等有害物質が川底に沈殿し

浅い井戸では水が飲めません。このような状況を聞き熊

本南 RC では何をすべきか検討しました。R 財団の活用

申請は大変難しく、結局クラブ独自でやることにしまし

た。当時有志に5万円拠出していただきました。井戸掘

削の資金は日本の半分くらいだったと思います。出来上

がった時は貯水タンクを見上げながらやったやったと

話したものでした。子供たちが蛇口に並んで水を飲む姿

に感激いたしました。近所の人たちも助かっていたそう

です。次は少し南の小学校での奨学援助でした。タイも

人身売買があるところです。一人の女性を売ると日本円

で70万円ほど、それで家族が生活できるのと、本人も食

には不自由しないとのことでした。たくさんの子供たち

と会食しましたが、その中で先生かと思い話してみると

21歳の小学6年生でした。何年か過ぎて、故 本田 PG が

されていたベトナムの子供たちへの奨学金制度をやめ

たと聞きました。理由は渡した奨学金が何に使われてい

るかわからないとのことでした。今回、当クラブでもタ

イ・プロジェクト支援のお願いがありましたが、海外へ

の奉仕活動は R 財団を利用すべきと思います。今は昔と

違って財団の奉仕は地区に移され大変楽になりました。

財団を使えば奉仕活動もロータリーに残ります。また、

海外と組んでの活動もよいと思います。地区での勉強会

も多く行われています。是非 R 財団の活用をお願いいた

します。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

  

 

 

 

 

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

北口 誠君 

 熊本まちあかりのボランティアありがとうございま

した。楽しいイベントができたと思います。ディズニ

ー効果で11万人の来場でびっくりしました。また、本

日の久峨章義会員の卓話楽しみにしています。昨夜は

楽しみで眠れませんでした。 

○杉光定則君  Ⅱ 

  本日は久しぶりの出席です。また、先週末には17日きらき

らパレード（東京ディズニーリゾートスペシャルパレード）や、

16日～18日の夜を彩る熊本まちあかりもお天気に恵まれ

事故もなく無事開催できました。小学生の明かり設置には

漆島会長、坂本幹事をはじめ、事務局 東さんまで、10名

ものボランティア参加いただき、誠にありがとうございまし

た。 

○後藤 博君・吉永彰一君・今村浩昭君・玉田光識君 

  水野東洋君 

  久峨会員がスマイルするなということなので、敢えていたし

ます。吉村会員によると、「私が京都を訪れるようになった

のは」ではなく、「私が京都で遊びボケしはじめたのは」で

はないか？ということですが・・・熊本だけでは飽き足らず

京都まで手を出すとは。 

○寿崎 肇君 

  12月10日、第2720地区ガバナー諮問委員会がありました。

大分の後の熊本ガバナー候補が出ておりませんので、熊

本南RCから候補者を出してはいかがでしょう。 

○倉崎保広君・坂本幸樹君・井上雅文君・藤見泰之君 

  桑原幸雄君・林田公治君・告坂和紀君 

 今年は震災もあり大変な一年でした。しかし、人様と

の繋がり、温かさを知る大変貴重な一年でもありまし

た。今年最後の例会に感謝の気持ちを込めてスマイル

いたします。 

 

●会員卓話（古財良一君） 

「月次の京都」      久峨章義君 

  

 

 

 

 

  私が京都を訪れるようになったのは、もう20年も前

からである。最初は私が仕事上お世話になった熊本料

理組合や、熊本芽生会の会合が時々京都で開催された

ことが始まりであった。もっとも、それ以前から大学

が神戸であり、時折京の寺社仏閣を見て歩くことは他

の九州人より多く経験していたと思う。ただ、この時

以来、京都の楽しみ方が変わってしまった。京都は表

面的にももちろん日本で一番魅力的な場所である。だ

けどそれ以上に京都ほど季節が変わるごとにその味

わい、楽しみ方が変化していく場所は日本中どこを探

してもないであろう。 

まずは春、3月の京都は糸桜の咲く頃が私は比較的

ゆっくりできてよい。特に、八坂神社の裏の円山公園

や醍醐寺・京都御所などのそれが素晴らしい。皆さん

は4月「ソメイヨシノ」や「八重桜」が咲く頃訪れる



 4 

ことが多いと思われる。もちろんこの時期に開催され

る祇園や宮川町の芸妓舞妓たちが、一同に舞う「都を

どり」は艶やかであり、また、「京おどり」は華やか

である。 

5月になると京都は鮮やかな新緑に彩られる。この

頃私は大徳寺塔頭の一つで、熊本のお殿様 細川家の

菩提寺でもある高桐院の縁側で昼間お抹茶をいただ

きながら本を読み、夜はライトアップされた高台寺に

行って水面に映る若葉に心を癒すことにしている。初

夏から夏にかけて、鴨川の西側や貴船の川床がよい。

初夏の頃には若鮎が出始める。まだ涼しさが残る5月6

月には、鴨川沿いにある私の好きな料亭 たん熊家の

川床でこれを食するのが楽しみである。7月8月にもな

ると暑さが厳しく、貴船のひろや、ふじや等に行って

涼を楽しみながらやはり鮎をいただく。ただ、料理は

そこそこである。本当に京都の夏、涼しさを味わいな

がら美味しい食事と思えば、ひと山越えた花背の料亭

旅館美山荘がおすすめである。ちなみに若女将は私好

みの美人である。また、7月に行われる祇園祭、8月16

日の大文字焼きは一見の価値あり。特に宵山、宵々山

あたりが私は好きだ。街中が人で溢れ、どこからとも

なく“コンコンチキチン”という音が聞こえてくる。

この頃の鱧のことを祭鱧と呼び、一番美味である。祇

園阪川さんの鱧料理は絶品である。是非一度味わって

いただきたいものだ。 

秋は10月が旬の松茸（特に京都丹波のそれ）である。

11月下旬の紅葉の頃もよいが、観光客が多すぎて少々

興ざめである。私はこの時期いつものメンバー、東京

の大企業の役員、経営コンサルタント、大阪の松竹の

役員、熊本からは私とある病院の理事長等で、金閣寺

の裏手にひっそりと佇む松山閤を訪れる。こちらは自

ら松茸が採れる山を所有されており、松茸づくしの会

席を堪能できる。そこで皆はまず風呂に入り、浴衣に

着替えてから卓を囲むのである。 

冬になると必ず行くことにしているのが12月の南

座の顔見世である。先ほどのメンバーの一人が松竹の

役員であるが故のことだが、皆で忘年会を兼ねての集

合となる。歌舞伎を見物して、スッポンで有名な大市

で思う存分に鍋を楽しむことにしている。また、冬の

行事で素晴らしいのが、2月3日の節分である。厄除詣

発祥の神社として有名な吉田神社では、その日の前後

をお化けの日といって、不思議な衣装の人々が集合し

てくる。驚きの光景を体験できる。また「祇園町のお

化け」も楽しい。2月2、3日祇園の芸妓たちは、いつ

もと違う衣装に着替えて、街の中のお茶屋や料亭を駆

け巡り？そこで待つご贔屓のお客さんの前で寸劇を

演じてくれる。何とも言えない艶やかなひと時を過ご

すことができる。 

京都は私にとって素晴らしい癒しの場である。訪れ

る人々がそれぞれの風情を感じながら楽しめる場所

であろう。日本の古きよき部分が多く残っている。私

たちの原点に立ち帰れる場所でもある。だから京都が

私は好きだ。 

 

【例会予定】 

1/23 会員卓話 吉村郁也君 

1/30 調整中 

 

◆12/16（金）「熊本まちあかり」灯火カップ設置作業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加された皆さん、寒い中お疲れさまでした！ 

 


