10/27（金）今村年度ゴルフコンペ（熊本中央 RC チャリティコンペ）＠熊本高遊原 CC
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ということに決まっていました。孔明は情においては、
会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は斉藤

馬護を斬るには忍びませんでしたが、軍法に反すること
淳会員の

はできず「涕を流してこれを斬りその後を哀れむ」とい

新入会員卓話です。楽しみにしております。後ほどよ

う処置をとったのでした。規律を保つためには、たとえ

ろしくお願いいたします。

愛する者であっても違反者は厳しく処分することのた

まず、先週 10/27（金）当クラブ今年度のゴルフコン

とえです。前回お話しました孫武の兵法「孫子」が日本

ペを、熊本中央 RC「第 9 回チャリティコンペ」にご一

に伝わり、有名なものが武田信玄の風林火山です。武田

緒させていただき開催いたしました。残念ながら優勝

信玄の軍旗に書かれた「孫子」の句、「疾(はや)きこと

は逃しましたが、ご参加された皆さま大変お疲れさま

風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵(おか)し掠

でした。

(かす)めること火の如く、動かざること山の如し」の略。

さて本日は、三国時代の蜀漢の政治家・軍師、諸葛

また、その軍旗の称です。

孔明（しょかつこうめい）の「泣いて馬謖を斬る」に
ついてお話したいと思います。
「十八史略」に出てくる

例会変更のお知らせ

有名な逸話から生まれたことわざですが、諸葛孔明の

○西 RC～親睦会のため日程場所変更

腹心であり、功績も多かった武将の一人である馬謖（ば

[変更前] 11月7日（火）12：30～

しょく）は、街亭の合戦で孔明の軍法に反して敗戦を

[変更後] 11月3日（祝）9：00～

喫してしまいました。戦場での命令違反は処刑される

[場

所] 県民総合運動公園
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○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

委員会報告

[変更前] 11月9日（木）13：00～

●青少年奉仕委員会（丸山浩之君）

[変更後] 11月9日（木）19：00～
[場

所] 未定

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 11月13日（月）12：30～
[変更後] 11月13日（月）18：30～
[場

所] 江藤ボートハウス

皆さま、こんにちは。いよいよ今週末となりました

○水前寺公園 RC～江津湖清掃のため日程場所変更

「第5回 熊本県水球競技大会」につきましてお知らせ

[変更前] 11月15日（水）12：30～

です。当日少し時間が早いのですが、7：45に集合い

[変更後] 11月19日（日）7：30～

ただければと思います。また会場は室内ですので、室

[場

内履きをご持参ください。尚、昼食のお弁当を用意い

所] 江津湖公園

○西 RC～定款に基づき休会
[日

たします。どうぞよろしくお願いいたします。

程] 11月21日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

●スマイルボックス（山下洋一郎君）

程] 11月21日（火）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11月22日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 11月23日（木）13：00～

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM 前に日程変更

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君

[変更前] 11月28日（火）12：30～

告坂和紀君・杉光定則君

[変更後] 12月1日（金）未定

本日の新入会員卓話 斉藤

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

しております。株式の勉強をしたいです。どうぞよろ

[日

しくお願いします。また、先週金曜のゴルフコンペに

程] 11月29日（水）12：30～

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

淳会員のお話を楽しみに

参加された皆さま、大変お疲れさまでした。

[変更前] 11月29日（水）12：30～

○杉光定則君

[変更後] 12月1日（金）

先週の卓話でお世話になりました新水前寺にぎわせ

○りんどう RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

隊の活動「第 4 回水まち水前寺にぎわい祭り」が、昨

[変更前] 11月30日（木）13：00～

日台風 22 号の影響が少しあったものの無事開催され

[変更後] 12月1日（金）

ました。多くの出演者、ご来訪者に感謝申し上げ、ス
マイルさせていただきます。

幹事報告（玉田光識君）

○寿崎

1.日韓親善会議 委員長 市川伊三夫様より参加のお礼が
届いております。（寿崎

10 月 11 日から 2 週間、アメリカの専門店等視察に行

肇会員参加）

ってきました。帰国して日本の小売業はのんびりして

2.11/3（祝・金）「第5回熊本県水球競技大会」の出欠回答が

いると感じました。大変勉強になりました。報告書は

まだの方は返信をよろしくお願いいたします。

出来上がりましたらご希望の方に差し上げます。無事

3.11/11（土）「姫路南 RC 交流懇親会」の出欠回答がまだの

帰国でき、ありがたいことです。時差ボケが少々激し

方は返信をよろしくお願いいたします。

い感じです。
●会員卓話（杉光定則君）

出席報告（金井昌道君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

３９名

66.10％

１００.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

肇君

4名

「証券会社の業務・役割と株式の基礎、日本株市場の
見通し」について

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）
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斉藤

淳君
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【例会予定】

ナーシップを通じて、クラブはプロジェクトを強化で

11/13 RYLA セミナー報告 姫井浩之様・杉光定則君

きます。

（RKK メディアプランニング）

ロータリーの新しい奉仕パートナーであるハビタッ

11/20 会員卓話 田川憲生君
11/27 月間テーマ卓話 林

ト・フォー・ヒューマニティは、住む場所に困ってい
明様（熊本江南 RC）

る人たちのために住宅を建てることで、ボランティア
が実際に参加できる地域社会奉仕の機会を提供して

■10/27（金）今村年度ゴルフコンペ（熊本中央 RC チャ

います。ロータリーの新しい奉仕パートナーであるハ

リティコンペ）＠熊本高遊原 CC

ビタット・フォー・ヒューマニティは、住む場所に困
っている人たちのために住宅を建てることで、ボラン
ティアが実際に参加できる地域社会奉仕の機会を提
供しています。ハビタット・フォー・ヒューマニティ
はロータリアンやローターアクターとの協力ではす
でに長い歴史を持っています。最近の理事会の決定で
グローバル補助金資金として認められた低廉住宅の
提供といったプロジェクトで長年協力してきました。
また、職業のスキルを生かすというロータリーの職業
奉仕の観点からも最適なパートナーと言えるでしょ
う。アルファレッタ・ロータリークラブ（米国ジョー
ジア州）は今年初め、アトランタ地域で行われたハビ
タットによる住宅建築プロジェクトに参加し、自らの
職業スキルも生かして協力しました。建設会社を営む
会員のランディ・シルツさんは、外壁の羽目板に必要
な掘削作業を支援。インテリアデザイナーで、普段か
ら仮住宅に住む人たちをサポートしているグレネッ
ト・ハインズさんは、家具の配置や部屋の装飾といっ
た面でアドバイスを提供しました。ハビタット・フォ
ー・ヒューマニティの最高国際事業責任者であるジョ
ナサン・レックフォードさんは、アトランタ・ロータ
リークラブの会員です。2017 年ロータリー国際大会の
際には、多くのロータリー会員が集い、ハビタットと
協力して、家の木枠をつくる作業に参加しました。価
値観は非常によく似ていますし、支援を必要とする人
びとに奉仕したいという熱望が両団体に深く根付い
ています。
このロータリーの価値観に合致するもう一つの団体
が、国際失明予防協会（IAPB）です。IAPB は、持続可
能な眼科医療プログラムの計画・実施にあたり、政府
や非政府団体、学術界、医療機関をつなぐ活動を行う

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）

会員制の団体です。ロータリーのパートナーシップに

ハビタット・フォー・ヒューマニティと国際失明予防

関する合同委員会メンバーでキャピトル・ヒル・ロー

協会とパートナーシップを提携

タリークラブ（米国ワシントン D. C.）会員のピータ
ー・カイル氏は次のように話します。「ロータリーと
IAPB が協力し、眼科クリニックや失明予防活動の重要
性について認識を高め、共に相談しながらプロジェク
トを実施していければと希望しています」ロータリー
は世界のほぼすべての地域に会員がいるグローバル

ロータリーの奉仕パートナーとして新たに 2 つの団体

な組織です。眼の健康という分野も同じようにグロー

（ハビタット・フォー・ヒューマニティと国際失明予

バルです。

防協会［IAPB］）が加わりました。この新しいパート
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