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5 月 20 日（土）人吉ロータリークラブ創立 60 周年記念式典より 

 

厳重な食糧配給下にあった当時の水曜会の会員たち

は、毎週の例会日にはそれぞれ弁当を持ち寄って会合

していたそうです。そしてもうお一人が大分県の中津

RC の会員であった、向笠廣次氏です。1911年11月9日生

まれの精神科医で、1982-83年度に RI 会長を務められ

ました。彼のテーマである「MANKIND IS ONE（人類は

ひとつ）」、そして、1982年の国際協議会での「世界中

の人々はみんないとこ同士なのです」という言葉は、

今でも好んで使われています。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月30日（火）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

 

 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は坂本一生様で

す。後ほどよろしくお願いいたします。 

ご案内しておりますとおり、本日の例会は「出席

率100％運動」実施日です。皆さまご多忙中ご協力い

ただきありがとうございます。尚、欠席の会員へは、

各委員長よりメーキャップのご案内をよろしくお願

いいたします。 

また、先週5/20（土）「人吉 RC 創立60周年記念式

典」が開催されました。参加されました皆さま、大

変お疲れさまでした。 

さて本日は、日本人で RI 会長をされたお二人の方

についてお話したいと思います。お一人は1968-69年

度 RI 会長 であった東ヶ崎潔氏で、東京 RC の会員で

した。1895年9月24日にアメリカで生まれています

が、1941年に始まった太平洋戦争の影響でロータリ

ー活動ができず、元ロータリアンでつくった「水曜

会」に入会し、毎週水曜日に例会を開いていました。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.会員卓話 高宮 宏君 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

６/４  竹田 RC 創立 60 周年記念式典 

     ＠ホテル岩城屋 

６/５  年祝い＠代継宮/松葉 

６/２４-２５ 第 32 回地区 RA 研修会 

     ＠ホテルアーク熊本城前 

 

 

第３６回例会記録（通算第 2726 回）  

平成 29（2017）年５月２２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 

坂本一生様（NPO法人 オーケストラ創造） 

加賀謙二様（札幌幌南 RC） 
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○水前寺公園 RC～夜例会へ時間変更 

[変更前] 5月31日（水）12：30～ 

[変更後] 5月31日（水）18：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

○中央 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月9日（金）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月12日（月）12：30～ 

[変更後] 6月12日（月）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 6月13日（火）12：30～ 

[変更後] 6月13日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○西南 RC～記念例会のため時間場所変更 

[変更前] 6月15日（木）12：30～ 

[変更後] 6月15日（木）18：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月20日（火）12：30～ 

[変更後] 6月20日（火）18：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月21日（水）12：30～ 

[変更後] 6月21日（水）18：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月21日（水）12：30～ 

[変更後] 6月21日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月26日（月）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月28日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（木）12：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.地区事務所より「E クラブ仮例会開催のお知らせとご案内」

が届いております。 

2.人吉RC創立 60周年記念式典の資料他が届いております

のでお持ち帰りください。 

 

 

出席報告（木村仁治君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４５名 77.59％   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） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。漆島会長からもお話がございま

したが、本日ご出席の皆さまには「出席率100％運動」

実施例会にご協力いただき、ありがとうございます。尚、

欠席の方へは、各委員長よりメーキャップのご案内をよ

ろしくお願いいたします。 

 

2017-18（次年度）RI 第2720地区 委嘱状伝達式 

地区副幹事（林田公治君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌幌南 RC 加賀謙二様挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。札幌幌南 RC 会員の加賀と申し

ます。熊本地震復興のお手伝いのため、去年11月より20

名ほどで作業に入っております。遠方ですので最初はお

断りしようと思ったのですが、益城町の現状を見て何か

お役に立つのではないかと考え直しました。私も月1度

は熊本に来ておりますので、今後も時間が合えばまた参

加させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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2017-18（次年度）幹事報告（玉田光識君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度よりお願いです。次年度

各委員長予定者の方には活動計画書の提出をお願いし

ておりますが、「委員」の連絡が来ていない委員会がご

ざいます。今年度も残すところ1ヶ月余りです。次年度

の準備等ございますので、ご多忙中とは存じますが早め

の提出をよろしくお願いいたします。 

 

2017-18（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より募

集しておりますホストファミリーにつきまして再度ご

案内です。現在、3家族不足している状況です。是非皆

さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

6月5日（月）年祝い祈願祭と懇親会を開催いたします。

多数のご参加をお待ちしております。 

（詳細は下記のとおり） 

 【日 程】2017年6月5日（月） 

10：50集合（代継宮） 

11：00～神事 

11：10～写真撮影 

18：30～親睦会（松葉） 

 【お祝いを受けられる会員】 

 卒寿 杉田辰彦会員 

 古希 野口泰則会員・齊藤直信会員 

 還暦 後藤 博会員 

厄入 園田修司会員・西川尚希会員・告坂和紀会員 

 

 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

  

 

 

 

 

○加賀謙二様（札幌幌南 RC） Ⅴ 

 熊本の復興のお手伝いに参りました。 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

杉光定則君・北口 誠君 

 本日の卓話者 坂本一生様を歓迎いたします。昨日は

楽しみで夜も眠れませんでした。よろしくお願いいた

します。また、札幌幌南RCの加賀様のご来訪を心から

歓迎いたします。 

○野口泰則君 

 人吉RC創立60周年記念式典にご参加の皆さまお疲れ

さまでした。会長・幹事はじめ、参加会員が楽しい人

吉の夜でしたのでスマイルします。 

○寿崎 肇君 

 5月20日（土）人吉RC創立60周年記念式典に参加いた

しました。次は熊本南RCの60周年。人吉RCは600名以

上の参加者、熊本南RCはそれ以上の参加があるとよい

なと思います。人吉RC会長は女性の方で立派な方でし

た。熊本南RCも女性に入会していただけるとよいなと

強く思いました。 

○杉光定則君   

 先週一杯で、無事清水亀井町の自宅解体が終わり更地

になりました。今後についてはご相談をさせていただ

きたいと考えております。また、昨日は父の13回忌法

要も無事執り行い、一つの区切りが整いましたのでス

マイルさせていただきます。 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

  

 

 

 

 

 

「音楽の力」  

坂本一生様（NPO 法人 オーケストラ創造） 
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【プロフィール】 

中学生のころからクラシック音楽の魅力にはまり、高校

でチェロをはじめ、大学では学生オーケストラに所属。 

21歳、本場の音楽を聴くためにヨーロッパ貧乏旅行。そ

こで出会ったコンサート、オペラそして様々な人の影響

はその後の人生に大きな影響を与える。23歳でアマチュ

ア・オーケストラ「ザ・シンフォニエッタ」を創立。約

10年間、プロの指揮者・ソリストとコンサートを重ねる。

2006年に仙台で仙台フィルのコンサートに触れ、「熊本

にプロのオーケストラを！」という発想が芽生える。現

在 NPO 法人オーケストラ創造理事長。N 響コンサートマ

スターであり30年来の友人である篠崎史紀氏の協力を

得て、クラシック音楽の魅力を伝えながら熊本にプロの

オーケストラができるための準備中。 

✩NHK 6月11日（日）放送予定✩ 

＜音楽の力で復興を ～熊本地震・1年～＞ 

昨年4月の震災以来「音楽の力で人々の心の復興を後押

ししたい」と考える全国の音楽家が熊本に集まり、様々

な取り組みを進めています。一周年となる4月14日には、

地元で結成された合唱団も加わって、マーラーの交響曲

「復活」が演奏されました。音楽が大きな力を発揮する

「その時」をリポートします。 

 

【例会予定】 

6/5 調整中 

6/12 調整中 

6/19 常任委員長退任挨拶 

6/26 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

【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：6月1日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：卒業生卓話（専門知識） 

  

日時：6月15日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：アクト勉強会・反省会（専門知識） 

 

○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：6月7日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：6月21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。 

 

■第一回戦略委員会報告 

日  時：2017 年 5月 22 日（月）18：00～19：00 

場  所：熊日倶楽部 

出席者：久峨章義・今村浩昭・後藤 博・玉田光識 

倉崎保広・北口 誠・吉永彰一・坂本研一・漆島典和 

告坂和紀・林田公治・園田修司・喜讀宣友・河津延雄 

馬場大介 （順不同、敬称略） 

議事録作成：馬場大介 

議事録署名：倉崎保広・園田修司 

 

□戦略委員会の位置づけ 

戦略委員会は地区からの導入促進・打診があり、先日

の理事会で委員会の設立及びメンバーの決定。“戦略”

の定義は各クラブに任されており、ここでは、短期・

中期・長期の大まかなビジョンの下に、共通の目標を

置きたい。当クラブでも中長期的な視点をもって、

代々の会長・幹事・各委員長などの（縦の）意思疎通

を図って運営していくこと必要になるだろう。あくま

でクラブ内の最高意思決定機関は理事会であり、当委

員会は計画の提案に留まる。また歴代会長会とも目的

が異なる。各方面から熊本南 RC の存在感・魅力度の

高まりを感じる。「どうせなら熊本南にはいりたい」

といってもらえるクラブづくりが必要。CLP の本来の

導入意義を省みると、当クラブに必要か？適当か？ 

□短期・中期・長期目標（ビジョン） 

今回は、短期目標としての会員数を決めたい。3 年後

までに、70 名は確保したい。女性会員もウェルカムだ

が、環境面などで、最初の入会が難しいのではないか。

また、退会防止として、現会員、特に新入会員のフォ

ローが疎かではないか。出席してもらう会員への感謝

の姿勢を示す等、バランス感覚が必要なのではないか。 

□常任委員長の位置づけ 

常任委員長の位置づけや役割が明確でなく、うまく機

能していないのではないか。それゆえ各委員会からの

提案事項が、直接会長・幹事に行くため仕事量が増加

する傾向にある。現状では、必要ないとの意見もある。

まずは、各常任委員長が、会長の考えを把握し、意思

疎通を図ることから始める必要がある。 

□例会を除く、出席扱いの活動について 

定義については、各クラブに任されているが、範囲を

明示することは難しい。例えば、全員に告知した行事

（会議）をその対象にした場合、親睦ゴルフコンペで、

ゴルフをしない会員はどうなるのかなど。 

⇒会長・幹事で検討し、後日理事会に提案。 


