第２７回例会記録（通算第 2717 回）
平成 29（2017）年３月６日
米山奨学生 張 翰博君最後の例会出席でした。今後のご活躍を祈念します！

斉唱 国家 君が代

３/１８ 管理運営・広報合同セミナー
＠あすぱる富合
３/２４-２５ RI 第 2720 地区 地区大会

1.今日の歌

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.会員卓話 河津延雄君

来訪者紹介
西田淳一様（にしだ果樹園）
本田 節様（人吉 RC）
安達玄一様（人吉 RC）
岩下幸司様（人吉 RC）
本松 賢様（熊本 RC）
張 翰博君（米山奨学生）

＠ホルトホール大分
４/３ 花見の会（場所未定）
４/５-７ 台北大同扶輪社訪問及び親睦
ゴルフコンペ
４/９ 2017-18 地区研修・協議会
＠熊本学園大学
４/１６ 地区職業奉仕研修セミナー
＠くまもと県民交流会館パレア
４/２５ 市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルキャッスル

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日は人吉 RC より、創立60
周年記念式典のご案内でお見えになっております。
また本日の卓話は、にしだ果樹園 西田淳一様で
す。後ほどよろしくお願いいたします。
さて、私はバイクが趣味で、昨日西原から南阿蘇

例会変更のお知らせ
○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 3月14日（火）12：30～
[変更後] 3月11日（土）18：00～
[場

所] 火の国ハイツ

方面を走ってまいりました。道が新しくできており、

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

復旧・復興の息吹を肌で感じました。改めて日本人

[変更前] 3月15日（水）12：30～

は勤勉で素晴らしいと感動いたしました。

[変更後] 3月13日（月）18：30～
[場

所] 花鳥風月

幹事報告（坂本研一君）

○北 RC～合同例会のため日程場所変更

1.次回（3/13）例会場は、都合によりホテル日航熊本 7F

[変更前] 3月16日（水）18：30～

「ガーデン・バンケット」へ変更いたします。ご注意くだ

[変更後] 3月13日（月）18：00～

さい。

[場

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

所] 宜蘭 ホテルシルクスプレイス

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○東 RC～職場訪問のため場所変更

○菊南 RC～定款に基づき休会

[日

程] 3月21日（火）12：30～

[日

[場

所] 愛歯 熊本本社

○りんどう RC～定款に基づき休会

程] 3月29日（水）12：30～

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

[日

[変更前] 3月21日（火）12：30～

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 3月21日（火）6：30～

[変更前] 4月5日（水）12：30～

[場

[変更後] 4月5日（水）18：30～

所] 県民総合運動公園

○西 RC～地区大会振替のため日程場所変更

[場

程] 3月30日（木）13：00～

所] 城見櫓

[変更前] 3月21日（火）12：30～
[変更後] 3月24日（金）～25日（土）
[場

出席報告（木村仁治君）

所] 大分ホルトホール

○水前寺公園 RC～地区大会振替のため日程場所変更
[変更前] 3月22日（水）18：30～
[変更後] 3月24日（金）～25日（土）
[場

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

３６名

63.16％

６７.２４％

出席規定適用免除者

所] 大分ホルトホール

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

名誉会員

[変更前] 3月22日（水）18：30～

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

[変更後] 3月22日（水）19：00～
[場

人吉ロータリークラブ挨拶（本田

所] 未定

節様）

○りんどう RC～地区大会振替のため日程場所変更
[変更前] 3月22日（水）18：30～
[変更後] 3月24日（金）～25日（土）
[場

所] 大分ホルトホール

○中央 RC～地区大会振替のため日程場所変更
[変更前] 3月24日（金）12：30～
[変更後] 3月24日（金）～25日（土）
[場

所] 大分ホルトホール
皆さま、こんにちは。本日は当クラブ創立60周年記念

○城東 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 3月27日（月）12：30～

ご案内のキャラバンとしてお邪魔いたしました。5月20

[変更後] 3月21日（火）18：30～

日（土）人吉カルチャーパレスにて「創立60周年記念式

[場

典」を開催いたします。熊本南 RC 様には、50周年記念

所] ダイニングカフェ彩

の際にも「全員登録」をいただきまして、ありがとうご

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

ざいました。60周年記念式典にも是非多数のご参加をお

[変更前] 3月28日（火）12：30～

待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

[変更後] 3月28日（火）18：00～
[場

所] ロシア料理 ボルガ

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

委員会報告

[変更前] 3月28日（火）12：30～

●社会奉仕委員会（古財良一君）

[変更後] 3月28日（火）10：00～
[場

所] 熊本市城南総合スポーツセンター

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月29日（水）12：30～

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。来る3月19日（日）「第8回 オ

程] 3月29日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

ハイエくまもと とっておきの音楽祭」が開催されま

[日

程] 3月29日（水）12：30～

すのでご案内申し上げます。また併せてボランティア

○江南 RC～定款に基づき休会

参加の方を募集いたします。是非多数のご参加をお待

[日

ちしております。ご協力のほどよろしくお願い申し上

程] 3月29日（水）12：30～

げます。
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●米山奨学会委員会（園田修司君）

●スマイルボックス（西川尚希君）

本年度米山奨学生 張 翰博君へ3月（最終）奨学金の交

○本田

節様・安達玄一様・岩下幸司様（人吉 RC）Ⅴ

付が行われました。張 翰博君の今後のご活躍を心よりお

本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうござ

祈り申し上げます。

います。5月20日、当クラブが60周年を迎えますので、

園田修司委員長、カウンセラーお疲れさまでした！

会員の皆さまにご案内とお願いに参りました。どうぞ
よろしくお願いいたします。
○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

人吉 RC 本田会長、安達地区 RA 委員長、岩下様、熊本
RC 本松様のご来訪を歓迎いたします。例会をゆっく
り楽しまれてください。また、米山奨学生 張

翰博

君を歓迎いたします。社会人になっても初心を忘れず
●親睦活動委員会（雑賀庸泰君）

頑張ってください。本日の卓話者 西田淳一様を歓迎
いたします。本日の卓話が楽しみで昨夜は眠れません
でした。
○寿崎

肇君

人吉RC創立60周年おめでとうございます。記念式典に
は是非出席いたします。今後ともご指導賜りますよう
［誕生祝］

［結婚祝］

お願い申し上げます。

今村浩昭君

3.4

永井富士雄君

3.2

○堀川貴史君

漆島典和君

3.9

丸山浩之君

3.2

人吉RCの皆さま、創立60周年おめでとうございます。

後藤 博君

3.14

高宮 宏君

3.6

わざわざお越しいただいてのキャラバンありがとう

桑原幸雄君

3.15

山下洋一郎君

3.17

ございます。歓迎してスマイルいたします。

寿崎 肇君

3.16

古財良一君

3.26

本日ご来訪の人吉RC 本田会長はじめ、皆さまのお越

園田修司君

3.27

しを心より歓迎いたします。特に安達様には、私の会

○野口泰則君

長年度に大変お世話になりました。お嬢様はお元気で
しょうか？今後ともよろしくお願い申し上げます。
○野口泰則君・杉光定則君
テレビ熊本 本松会長のご来訪を心より歓迎いたしま
す。今後もご活躍をお祈り申し上げます。
○園田修司君
米山奨学生カウンセラーの園田です。張君への奨学金
［誕生祝］

は今日で最後になります。皆さまのご協力ありがとう
ございました。張君の輝かしい未来にスマイルいたし
ます。
○齊藤直信君

Ⅹ

3/15（日）中山10R、サングラスwin！次回からopenク
ラスです。
○藤見泰之君

Ⅱ

入学シーズンを迎え、お陰さまで大変忙しくしており
ます。恐縮ですが早退いたします。お詫びのスマイル
［結婚祝］

です。
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●外部卓話（古財良一君）
「五感で感じる果実達のストーリー」

西田淳一様

にしだ果樹園／果楽は、熊本市北部と隣接する玉東
町にある約 8ha の圃場を中心に先代から取り組む約 10
種の柑橘類と、近年導入した約 20 種の果樹を「自然
規範・自然順応・自然尊重」に趣を置く栽培技術「自
然栽培」にて生産・加工・販売を行っています。
ちょうど 11 年前、自然栽培商品の販売を行う「ナ
チュラル＆ハーモニック ピュアリィ」さんが、熊本
市にオープンする際オーナーにお誘いいただいたご
縁により、今後国内の熟成した消費需要の到来に合わ
せた新たな取り組みの一環として、自然栽培果樹生産
の可能性に挑戦をはじめました。
にしだ果樹園／果楽で取り組む自然栽培は、日本で
古くから行われてきた自然循環型農法の各エッセン
スと、ヨーロッパで普及しているバイオダイナミック
農法の持つ視点も含め、太陽と月のリズムでの剪定・
草生・収穫などを実行する独自の年間管理プログラム
を基に、圃場には園外からは肥料や有機資材などを一
切持ち込まず、剪定枝なども持ち出さない園内のみの
経年変化と圃場内循環を尊重し、個々の圃場特徴をダ
イレクトに消費や加工の需要に合わせた品種導入と
商品開発を行うことが特徴です。
これまで取り組んできた自然栽培園内の経年変化
の特徴は、私の近代農業の経験をあっと言う間に覆し
てくれました。人間の欲（肥料や農薬等）を過剰に加
えない農業が、圃場内の微生物・昆虫や植生の豊かさ
＝「生物多様性」を育み、年を重ねるごとに彼らが栽
培環境に調和という「可能性」をもたらし続けること
は、今後グローバルフードシステムの発達により淘汰
されつつある地域食文化の多様性保持にも繋がるの
ではないでしょうか？
今後、日本独特の風土環境を味方に付けた、地域生
物多様性尊重型の農産品ブランド（日本型 BIO 栽培農
産物）の商品開発を視野に含め、気候特色を共有する
アジア市場をはじめ日本に親しみを持つ海外の顧客
にも興味を持っていただけるプロモーションも更に
進めたいと思います。
【例会予定】
3/20 祝日のため休会
3/27 調整中
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