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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は会員卓話で雑賀

庸泰会員です。楽しみにしております。後ほどよろし

くお願いいたします。 

さて、先週開催されました定例理事会の報告です。 

1.塚本 侃会員 旭日中綬章 綬章のお祝いについて 

⇒全会員にご案内。2 月 26 日（月）18：30～ホテル日

航熊本「ガーデン・バンケット」開催が承認されま

した。 

2.12/4 年忘れ家族会について 

⇒親睦活動委員会 桑原委員長より収支の報告。 

3.各クラブの周年行事登録について 

⇒個別に都度検討することが承認されました。尚、ご

案内しておりますとおり、八代 RCは「全員登録」と

なります。ご了承ください。 

２/１７  地区チーム研修セミナー 

      ＠ホルトホール大分 

２/２４  八代 RC 創立 60 周年記念式

典＠セレクトロイヤル八代 

２/２６  塚本 侃会員 旭日中綬賞 綬

章お祝いの会＠ホテル日航

熊本「ガーデン・バンケット」 

 

 

 

 

第２２回例会記録（通算第 2753 回）  

平成 30（2018）年１月２２日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

   

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

本日の会員卓話  雑賀庸泰君の「事業承継について」より 

また、寿崎 肇会員よりアメリカ専門店視察の報告書

が配布されております。ぜひご一読ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月29日（月）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月30日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（水）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月13日（火）12：30～ 

 

 

 

 

 

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

幹事報告（玉田光識君） 

1.城東 RC より「創立30周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。ご参加の方は登録申込書にご記入ください。（再） 

2.3/16～17地区大会登録申込は本日締切です。出欠回答

がまだの方は返信をよろしくお願いいたします。尚、12/25

臨時理事会において、「全員登録」が承認されました。欠

席の場合も本大会登録料8,000円が発生いたします。ご

了承ください。 

3.本日19：00～（食事18：30～）の第3回クラブ協議会は、7F 

「ガーデン・バンケット」開催です。参加者各位はよろしく

お願いいたします。 

 

出席報告（山口 競君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４０名 67.80％   ８８.５２％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（向臺行雄君） 

   

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。雑誌委員会 委員長の向臺で

ございます。今月のロータリーの友のご紹介をさせて

いただきます。今月は「職業奉仕月間」となります。

先ずは、横書きの P.3をご覧ください。RI会長メッセ

ージが掲載されております。「多様性はロータリーの

強み」というタイトルとなっております。多様性に関

して早急に取り組むべきものとして会員の年齢層の

問題があり、若く有能な会員を入会させる必要性があ

るとしております。またジェンダーの観点も避けて通

れないとされております。なお、現在の女性会員は全

体の 21％だそうです。続いて、P.8～11にかけて「職

業奉仕について考える」として、元 RI 理事の松宮さ

んの記事が掲載されております。その中で、P.8～9上

段にかけて職業奉仕について考えるにあたり大切な

要素として「職業というものは元々受け手の側に必要

でかつ適切かどうかに関する主導権がある」「受け手

の様々な必要性に対応することとして色々な職業が

生まれてきた」との記述があります。そして P.9～10

にかけて、「良い仕事のあり方とは」と言うことで、

ＥＦシューマッハの著作を引用されております。P.9

右下段にあるとおり、職業奉仕について考えるにあた

り、2 つの大切な要素、1 つ目は先程の「職業が元々

受けて側に主導権があり、従って受け手の意向に沿う

ことが大切だということ」。もう一つが「職業を構成

している仕事が常により良いものを目指しているべ

き」を言われております。P.10 右下段からは、「ロー

タリーの親睦こそが職業奉仕を自覚させる」としてお

ります。P.11にあるように（1）～（5）ロータリーの

親睦の原則が記載されております。P.12～15にかけて

「私が実践する・考える職業奉仕」として各クラブか

らの記事が紹介されております。その中で我が第 2720

地区が P.15 中段に掲載されております。熊本北 RCの

倉田会員の「職業奉仕における利己と利他」とのタイ

トルです。P.16～20 が「奉仕のパートナー」ロータリ

ー地域社会共同体として、P.16 に CANRCC、P.17 に広

島廿日市ゆうほ RCC、P.18に半田災害支援ボランティ

アコーディネーターの会 RCC、P.19に苫小牧家庭生活

カウンセリング協会 RCC、P.20 に岡山中央 RCC、さく

らんぼ育成会 RCCが掲載されておりますので後ほどご

確認願います。続いて P.21～23 に昨年 11 月 22 日～

23 日に開催された第 46 回ロータリー研究会のリポー

トが掲載されております。概要は P.23 上段にあると

おり、RI会長の講演、財団管理委員長の講演、第 1～

第 3のセッションが行われております。P.24～25にか

けて「続けよう、復興支援！ ベルギー大使館前で福

島マルシェ初開催」が東京麹町 RC・福島南 RC・ベル

ギー大使館の協力で行われております。P.26～27 は、

歩こう ウォーキング大会に携わってとして、小倉東

RC の 100 キロウォーク、東松山 RC の歩くポリオ撲滅

キャンペーン等が掲載されております。P.30～31の今

月の「よねやまだより」は 1970年代です。前回は「財

団化を果たした」と紹介させていただきましたが、

1970年代は「カウンセラー制度」「表彰制度」「免税制

度」が主なものです。 

 続いて、縦書きに移ります。P.24 に第 2720 地区大

分 RC の児童養護施設に遊具贈呈の記事が載っており

ます。P.27 に宇佐 2001RC の宇佐神宮・子どもボラン

ティアガイド講座の記事が掲載されております。 

報告は以上です。ありがとうございました。 

 

◆60周年実行委員会報告（漆島典和君・坂本幸樹君） 

   皆さま、こんにちは。本日例会終了後、熊日倶楽部

にて「第5回60周年実行委員会」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。また、式典の

ご案内は3月よりキャラバン隊を組み、熊本市域 RC、

子クラブ及び台北大同扶輪社と姫路南 RC へ回りたい

と思います。個別にお声掛けさせていただきますので、

皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○今村浩昭君・玉田光識君・森本康文君・告坂和紀君 

杉光定則君 

 本日の雑賀庸泰会員の卓話を楽しみにしています。超

真面目な話をよろしくお願いいたします。 

○野口泰則君 

 TKU 河津延雄社長の「くまもと経済」表紙の写真があ

まりに可愛いのでスマイルします。とても評判です。 

○寿崎 肇君 

 昨日 1 月 21日、大分で女性の寿屋 OB会に参加してま

いりました。私も年を取りましたが、皆さま昔の若さ

は見当たりませんでした。でも楽しい一日を過ごさせ

ていただきました。有難いことでございます。感謝し

てスマイルいたします。 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は「ウェア ゼア イズ ア ウェル、ゼア ア 

ウェイ」です。エイブラハム・リンカーンの言葉です

が、「意志あるところに道は開ける」でよく知られて

います。直訳すると「意志あるところに道はある」で

す。人生に明確な目標があれば必ず果たすことができ

るというものです。奉仕の心を持つロータリアンとし

て生きる道にもこの言葉が当てはまると思います。私

もこの言葉を胸にこれからも精進していきたいです。 

  

 

 

 

 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

 「事業承継」について        雑賀庸泰君 

  

 

 

 

 

  団塊世代の大量引退、親族内承継の大幅な減少など

の要因により、「大廃業時代」とも言える時期を迎え

つつある現在、後継者難による国家的経済規模の縮小

という危機を乗り越えるべく、特に中小企業庁は、事

業承継の支援体制に大きく力を入れている。その方策

の一つが全国各都道府県に設置されている事業引継

ぎ支援センターであり、熊本県には熊本商工会議所の

5 階に事務所が置かれている。 

  事業承継には早めの対策が必要である。事業引継ぎ

支援センターでは事業承継の悩みの相談を無料で受

けているので、気軽に相談してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

  2/5  外部卓話 笠日出臣様 

（熊本県ラグビー協会 会長） 

   2/12 祝日のため休会 

  2/19 松木喜一様（八代商工会議所 会頭） 

  2/26 未定 

 



 4 

■1/21(日)第 2回 RA 地区連絡協議会及び IM in 大分 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 去る日曜日、国際ロータリーの次年度会長バリー・ラ

シン氏（バハマ、イーストナッソー・ロータリークラ

ブ所属）がロータリーの未来のビジョンについて語り、

会員や地域の人びとへのインスピレーションとなっ

て、次世代のために持続可能な活動を行うよう次期リ

ーダーに呼びかけました。ラシン会長エレクトは、米

国サンディエゴで開催中のロータリー国際協議会で、

次期地区ガバナーに向けて 2018-19年度テーマ「イン

スピレーションになろう」を発表。「何か大きなこと

に挑戦しようというインスピレーションを、クラブや

ほかのロータリアンに与えてください。自分よりも長

く、後世にも生き続けるものを生み出すために、行動

を起こす意欲を引き出していただきたいのです」ロー

タリーの新しいビジョン声明は、次のように謳ってい

ます。「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、

そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人びとが手を取り合って行動する世界を目指し

ています」。ラシン氏は、このビジョン声明の意義を

強調し、声明がめざすロータリーを実現するためにリ

ーダーシップを発揮するよう求めました。ビジョンの

実現にはまず組織づくりが必要だと、ラシン氏は強調

します。「ロータリーは第一に会員制組織です。です

から、奉仕活動を通じてより良い世界を築きたいと願

うなら、まずは会員を大切にしなければなりません」

「変化を生み出そうという意欲を、クラブ会長と地区

内ロータリアンの心に芽生えさせていただきたいの

です。もっと何かをしよう、可能性を最大限に発揮し

ようというやる気を引き出し、それぞれのやり方で前

進できるよう手助けすることが皆さんの仕事です」                      

ポリオ撲滅の進展 

ロータリアンにとってインスピレーションの源の一

つはポリオ撲滅活動である、とラシン氏は述べ、過去

30 年間に成し遂げた顕著な進展に触れました。1988

年には野生型ポリオウイルスによって推定 35 万人が

身体まひを患っていましたが、2017年に報告されたポ

リオ症例数はわずか 21 件。「今がポリオ撲滅活動の

正念場」と語り、「新規症例があるたびに、それが史

上最後の症例となる可能性がある」と述べました。た

だし、最後の症例が報告されても仕事が済んだわけで

はないと、ラシン氏は強調します。「撲滅認定委員会

がポリオ撲滅を正式に認定するまで、すなわち 3年間、

川や下水、または人の体内からポリオウイルスが一切

発見されなくなるまで、ポリオ撲滅活動は終わらない

のです。……それまでは、今行っているすべてのこと

を続けていかなくてはなりません」。こう述べたラシ

ン氏は、予防接種活動やサーベイランス（監視）に引

き続き力を入れていくことの重要性を訴えました。 

環境の接続可能性を守る 

さらにラシン氏は、近年、ロータリーが人道的活動に

おける「持続可能性」を重視していることに触れ、環

境汚染や気候変動という厳しい現実をロータリアン

が認識すべきであると述べました。祖国バハマの土地

の 80 パーセントが海抜 1 メートル以下であることも

指摘。2100年までに海面が 2 メートル上昇すると推定

されており、「私の祖国は、ほかの多くのカリブ海諸

島や、世界中の沿岸都市や海抜の低い地域と同様、50

年後にはなくなってしまう」と懸念します。ロータリ

ーのすべての奉仕活動を、より大きなグローバルなシ

ステムの一部としてとらえるよう、ラシン氏は呼びか

けました。これは、次期地区ガバナーが、クラブだけ

でなく、地域全体にとってのインスピレーションとな

る必要性を意味する、と述べます。「持続可能な活動

成果をもたらし、世界をより良くしたいと私たちは願

っています。ロータリー内部やロータリアンのためだ

けでなく、世界全体のあらゆる人たち、あらゆる世代

のために、私たちにできることがあるのです」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19 RI テーマ】 

 


