第３７回例会記録（通算第 2727 回）
平成 29（2017）年５月２９日
本日の会員卓話 高宮

斉唱 国家 君が代

宏会員の「ロータリーについて」よ り

1.今日の歌

ロータリーソング 「手に手つないで」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 倉持恒雄様
（せんしんクリニック）

来訪者紹介
工藤青史様（博多 RC）

６/５ 年祝い＠代継宮/松葉
６/１０-１４ 国際大会 in アトランタ
６/２４-２５ 第 32 回地区 RA 研修会
＠ホテルアーク熊本城前
６/２４ 年度終了懇親会並びに次年度引
き継ぎ式＠オアシスタワーホテル

中川貴夫様（人吉 RC）
福井 学様（熊本東南 RC）
小松野正彦様（熊本東南 RC）

投下など数々の予言をされていますが、王仁三郎の危機的予
言は「みろくの世」という理想世界が出現するにあたって起
きる大変動（大峠）を比喩したものであり、王仁三郎の活動

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は高宮

宏会員の会員

卓話です。後ほどよろしくお願いいたします。

により、大難（ノアの洪水）のような大災害を、小難（飢饉・
病気・戦争）という人類の力が及ぶものに祀り変えて乗り切

さて本日は神社のお話をしたいと思います。私は代継宮

るという終末と再生観なのですが、このところの不安な世界

の禰宜職をしておりますが、一般的に全国の神社は各種分

情勢からすると転換期にきているのではないかと感じます。

類区分で「神社神道」と称されます。伊勢(いせ)の神宮を
本宗(ほんそう)として、全国の神社を崇敬し、その祭祀(さ

幹事報告（北口 誠君）

いし)を中心として民族の道統を受け継ぎ、文化を形成す

1.人吉 RC より「創立60周年記念式典 登録のお礼」が届いて

る民族の精神的な営みのことで、1882年（明治15）以降、
教義・教法をたて教団を組織した出雲大社(いずもおおや
しろ)教、黒住(くろずみ)教などを教派神道と呼称したこ
とに対して、それと区別するため、それまでの鎮守社(ち
んじゅしゃ)、氏神(うじがみ)など全国の神社を中心とす
る祭祀儀礼を含めた信仰組織的なものを神社神道と称し
たことに始まります。教派神道系大本教の出口王仁三郎氏

おります。
2.地区事務所より「E クラブ本例会開催のお知らせとご案内」
が届いております。
3.熊本南ローターアクトクラブより「例会報 Vol.21」が届い
ております。
4.例会終了後「臨時理事会」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。

は予言者で知られており、関東大震災や太平洋戦争、原爆
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

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

例会変更のお知らせ

○西南 RC～定款に基づき休会

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

[日

[変更前] 6月8日（木）13：00～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[変更後] 6月11日（日）12：00～

[日

[場

程] 6月29日（木）12：30～
程] 6月29日（木）13：00～

所] 福岡ヤフオクドーム

○中央 RC～親睦会のため場所変更

臨時理事会報告（漆島典和君）

[日

程] 6月9日（金）18：30～

1.戦略委員会委員の追加について

[場

所] 青柳

⇒北口

誠会員の追加が承認されました。

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更

2.古川尚徳会員の退会について

[変更前] 6月12日（月）12：30～

⇒承認されました。

[変更後] 6月12日（月）18：30～
[場

所] 青柳

出席報告（木村仁治君）

○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

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３９名

67.24％

１００.００％

所] 県民総合運動公園

出席規定適用免除者

○江南 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6月14日（水）18：30～

[場

所] 和食 仲むら

名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

○西南 RC～記念例会のため時間場所変更
人吉 RC 中川貴夫様挨拶

[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

皆さま、こんにちは。先日5月20日（土）開催しました当ク

所] 火の国ハイツ

ラブの創立60周年記念式典には、貴クラブより全員登録をいた

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

だき、また、多数ご参加いただきまして誠にありがとうござい

[変更前] 6月21日（水）12：30～

ました。お陰をもちまして、予想を超える600名以上の方に登

[変更後] 6月21日（水）18：30～
[場

録いただき、大盛会となりました。次年度は貴クラブが創立60

所] 日本料理 おく村

周年記念式典を開催されるとのことで、是非参加したいと思っ

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

ております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

[変更前] 6月21日（水）12：30～
[変更後] 6月21日（水）18：30～
[場

博多 RC 工藤青史様挨拶

所] 未定

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 6月22日（木）19：00～
[変更後] 6月25日（日）12：00～
[場

所] キャッスル

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、ご無沙汰しております。早いもので福岡へ異動とな

程] 6月26日（月）12：30～

りまして1年が過ぎました。熊本の皆さまには激動の1年だった

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

かと思います。熊本には仕事でも度々来ておりますし、また近

程] 6月27日（火）12：30～

くでもありますので、何かございましたらお声掛けいただけれ

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

ば是非参加したいと思います。今後ともよろしくお願いいたし

程] 6月28日（水）12：30～

ます。

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月28日（水）18：30～
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戦略委員会報告（後藤

博君）

○寿崎

肇君

高宮会員の卓話、手続要覧解説は大変楽しみです。ロータリ
ー歴約40年のベテランのお話をありがとうございます。昨日
5/28女子高校生が社長業を始めた、職業奉仕プロジェクトは
勉強になりました。発想の転換が大切だと強く思いました。
○野口泰則君
皆さま、こんにちは。先日5月22日（月）に戦略委員会を開

本日の卓話、高宮会員のお話を楽しみにしています。また、

催いたしましたのでご報告申し上げます。議事録等詳細につき

人吉RC 中川様、工藤元会員のご来訪を歓迎してスマイルい

ましては、本日配布の週報36に掲載されておりますのでご確認

たします。

をお願いいたします。また、戦略委員会には、オブザーバーと

○杉光定則君

して新入会員数名にご参加いただきます。今回は林田公治会員、

本日の卓話者 高宮会員のロータリーについては興味深く勉

告坂和紀会員が参加されました。次回開催の際にはまたお声掛

強させていただきます。また、本日ご参加の西部ガスリビン

けいたしますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

グ社長、工藤ロータリアンのご来訪をうれしくスマイルさせ
ていただきます。

委員会報告

○園田修司君

ございません。

本日の卓話者 高宮

宏会員にスマイルします。高校の大先

輩であり、お話についてはいつも刺激的です。今日の卓話も
●スマイルボックス（西川尚希君）
○中川貴夫様（人吉 RC）

楽しみにしております。

Ⅴ

5/20の我が人吉 RC 創立60周年記念式典には、全員登録いた

●会員卓話（古財良一君）

だき、また、多くのメンバーにご出席いただきありがとうご

「ロータリーについて」

ざいました。熊本南 RC の60周年記念式典には必ず出席させ

○私のロータリー歴

ていただきます。

1）熊本東ロータリークラブ入会

○福井 学様・小松野正彦様（熊本東南 RC）

高宮 宏君

昭和 55 年（1980 年）12 月 5 日入会（40 歳）

皆さま、初めまして。初めて貴クラブ例会に参加させていた

主な活動

だきます。少し早いですが、漆島会長・坂本幹事、1年間大

で熊本県下ロータリークラブ青少年野外活動推進連絡協議

変お疲れさまです。残り1ヶ月張り切って頑張ってください。

会主催の「ロータリー高校生キャンプ」を国立阿蘇青年の家

○工藤青史様（博多 RC）

Ⅱ

昭和 58 年（1983 年）8 月 3 日～6 日（三泊四日）

キャンプ場で 80 人の参加を得て開催され、この時《キャン

高宮先輩の卓話があるということで、わざわざ遠くは博多か

プ長》を務めました。昭和 59 年 4 月 4 日創立の熊本東南ロ

ら参りました。皆さん大変ご無沙汰しております。

ータリークラブのスポンサークラブでしたので数名を推薦

○漆島典和君・今村浩昭君・吉本栄一君・喜讀宣友君

しまして創立に協力しました。（河岸会員 益田会員 現在在

古財良一君・北口

誠君・三角雄介君

籍）

本日ご来訪の元熊本南RC会員 博多RC 工藤様、熊本東南RC

昭和 61 年（1986 年）11 月 18 日退会（46 歳） 在籍期間 5

福井様、小松野様、人吉RC 中川様を歓迎いたします。また、

年 11 ヶ月

本日の卓話 高宮会員のお話を楽しみにしています。

100%出席

2）熊本城東ロータリークラブ入会

○塚本 侃君

昭和 63 年（1988 年）4 月 11 日創立（キーメンでありチャ

人吉RC 中川貴夫様を歓迎いたします。

ーターメンバー） （48 歳）

○久峨章義君・堀川貴史君

主な活動

クラブ創立のキーメンとして昭和 62 年 1 月 26 日

人吉RC 中川会員のご来訪を心より歓迎いたします。創立60

第一回新クラブ結成懇親会。

周年、誠におめでとうございました。実行委員長ご苦労さま

熊本東南 RC の田代特別代表 熊本東 RC 川村特別代表補佐等

でした。また、熊本東南RC 福井様、小松野様、博多RC 工藤

の親クラブよりの参加を頂き、私を含め 4 名のキーマンで開

様のご来訪を心より歓迎いたします。

催しました。その後、準備会を 5 回開催しまして、昭和 63

○高宮 宏君

年 4 月 11 日の創立となり、承認が同年 5 月 2 日で会員数 41

元会員の工藤さんのご来訪を歓迎いたします。少し熊本の街

名のスタートと成りました。この時初代幹事でその後 27 ヶ

が静かになったようです。

月幹事を務めました。（会長の途中交代の為）

○山内昭徳君

平成 4 年 3 月 15 日

高宮会員の卓話を楽しみにしています。

会場：県立劇場
同の開催
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IM の実行委員長を務める
参加人数：736 名

熊本県下 5 分区合

平成 6 年 5 月 27 日～29 日

ライラの実行委員長を務める

会場：熊本工業大学阿蘇研修所

3）雑誌委員会

参加人数 大分側 56 名 熊

クラブのニュースを取材して広報委員会と共同で、ロータリ

本側 93 名 計 149 名

ーの友への投稿をお願いします。

2 日目の講話は、現在の南クラブの寿崎パストガバナーで演

4）寄付について

題は「経営理念について」でした。

○R 財団への寄付（手続要覧 82 ページ）自発な寄付行為です。

平成 10 年 3 月 7 日（土曜日）熊本城東 RC 創立 10 周年記念

（免税措置有り）

式典

ポールハリスフェロー-米貨幣で 1000 ドル寄付するとこの

《会長でした》

会場：熊本ホテルキャスル

式典 13 時～14 時 30 分

称号が与えられます。再度 1000 ドル寄付すると石が一つ付

記念講演：14 時 40 分～16 時 10 分

いた金のラベルピンが贈られる。一度で 1000 ドルしなくて

演者：元内閣安全保障室長「佐々淳行氏」

も、出来る金額を継続して寄付してもオーケーです。

宴会：16 時 30 分～18 時

参加者：680 名

○米山記念奨学会（表彰制度）

平成 13 年（2001 年）7 月 22 日退会（61 歳）在籍期間 13 年

法人又は個人への表彰制度

3 ヶ月 （100%出席）

万円に達すると（準米山功労者）

3）熊本南ロータリークラブ入会

米山功労者―寄付の累計が 3

寄付累計が 10 万円に達すると（米山功労者）尚、私は R 財

平成 22 年（2010 年）8 月 23 日入会（70 歳）

団の寄付は 1900 ドル米山財団の方は米山功労者です。

平成 26 年度 ：雑誌委員会委員長

5）青少年奉仕活動について

平成 27 度：会員維持増強委員会委員長

○ローターアクト（18 歳～30 歳 30 歳になった後の 6 月 30 日）

平成 28 年度：SAA

目的-各々の指導能力の開発道徳と人権尊重奉仕と世界平和

地区 27 年度：ロータリーの友地区代表委員
在籍期間：本日迄

ロータリークラブ在籍総年数：25 年 11 ヶ月
○ロータリー用語

を推進する若者を養成し行動を起こすこと。

6 年 9 ヶ月（100%出席）

○インターアクト（高校在学中の学生又は 14 歳～18 歳）
（100%出席）

目的-指導力養成自己完成他人への思いやり家庭と家族の重

委員会の重点項目

要性他人の権利尊重責任強調職業の品位と価値の認識社会

1）出席について

国家国際間の知識と理解等の推進である

先週配布された（手続要覧 91 ページ第 12 条出席）の所です。

○ライラ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）Rotary

先ず、途中退席する場合は、その例会の 60%出席が義務化さ

Youth Ｌeadership

Award

れていますので、36 分間出席しておくことが出席の要件で

対象-年齢 14 歳～18 歳迄と 19 歳～30 歳迄の若い人々へのプ

有ります。又、メークアップについては、前後 14 日間の間

ログラム

に他のクラブか、地区の行事に出席してカバーが出来ます。

目的-若い人々の指導力と、善良な市民そして国際理解と平

（手続要覧 95 ページ第 4 節-終結-欠席）

和に貢献する資質を伸ばす事である。

a）年度の各半期において、メークアップを含む例会の出席

目標

率が 50%に達しているか、その他のクラブのプロジェクトか

a）ロータリーが青少年を尊重し、又関心を抱いている事を

その他の行事活動に少なくとも 12 時間参加しているかどう

一層明らかにする。

か？或いは、年度の各半期に本クラブの例会総数の少なくと

b）指導者としての素質がある人に実施体験を経て有能なボ

も 30%に出席又は、プロジェクトや他の行事に参加しなけれ

ランティア青少年指導者となるよう激励援助する事

ばならないと有り、会員が規定通りに出席出来ない場合は、

c）青少年指導者として地域社会に尽くしている多くの青少

その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認め

年の優れた資質を公に表彰する事。

ない限り終結する事が出来る。

本年の開催日は 9 月 9 日～10 日一泊二日で阿蘇 YMCA にて開

b）連続欠席連続 4 回例会に主席せずにメークアップもして

催予定

ない場合、クラブ理事会はその欠席がクラブ会員身分の終結

6）研修会

を要請していると考えられる旨通知する。その後理事会は、

○IM（Intercity Meeting の略）

過半数によって会員身分の終結をすることが出来る。

目的-地区内を幾つかのクラブ集団に分けて、ロータリー情

出席は会員の義務の一つであります。個人の欠席は、本人の

報及び教育の手段として行う会合である。

出席率入会止まらず、クラブ全体の出席率の低下につながり

時期-年度後半の午後か夜に開催～約 5 時間

不名誉な結果を後々まで残すこととなります。

メンバー-地区ガバナーより任命されたリーダーが部門別司

2）スマイルについて

会をする。提案された事案につき討論し、それを経験豊かな

会員でバラツキがあるようですので、言いにくいですが、月

ロータリアンのカウンセラーが助言をし、最後の全体討論で、

に一回はスマイルをして頂きたい《楽しいことも月一回はあ

RI 会長か地区ガバナーから選ばれた元 RI 役員のゼネラルリ

るでしょう！》これが活動資金の財源です。

ーダーが概評する会合である。
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