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会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、熊本県ラグビ

ー協会会長の笠日出臣様にお越しいただきました。お

話を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、昨日 2 月 4 日は暦の上では立春でしたが、今

年は大変寒い日が続いております。実は 2 月 4 日は当

社の設立記念日でもあり、本日は当社のお話をさせて

いただきたいと思います。2004 年 2 月 4 日大津町に不

動産管理賃貸会社を設立、当時大津はまだまだ田舎で

田畑ばかりでした。私も代々の土地を引き継ぎこの仕

事を始めたのですが、当時から東京エレクトロンの工

場があり、また 2004年にはソニーの工場が出来たおか

げで大変景気のよい時代でした。不動産賃貸業は楽な

２/２４  八代 RC 創立 60 周年記念式

典＠セレクトロイヤル八代 
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第２４回例会記録（通算第 2755 回）  

平成 30（2018）年２月５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 

笠日出臣様（熊本県ラグビー協会 会長） 

森永博臣様（熊本城東 RC） 

井上 授様（熊本城東 RC） 
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本日の卓話 熊本県ラグビー協会 笠日出臣会長「ラグビーワールドカップ熊本県大会」より  

イメージを持たれがちですが、4～5 年ほど前からこの

業界も冷え切っており、辞めようかと思う時期もござい

ました。現在は熊本地震の影響で、皆さんもよく耳にさ

れていると思います「みなし仮設住宅」として、当社の

物件にも被災者の方数名に住んでいただいております。

また、復旧工事の業者の方々も多くいらっしゃいます。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月13日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月13日（火）12：30～ 
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○東南 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 2月28日（水）12：30～ 

[場  所] 扇田環境センター 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2月28日（水）18：30～ 

[変更後] 2月28日（水）19：00～ 

[場  所] 郷土料理 青柳 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.熊本江南 RC より「例会場ホテル駐車場の変更について

（お知らせ）」が届いております。 

2.熊本城東 RC より「創立30周年記念式典のご案内」が届い

ております。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

たします。（再） 

3.2018-19（次年度）地区役員委嘱状が届いております。（堀

川貴史会員） 

4.来週（2/12）例会は「祝日のため休会」です。次回は2/19

（月）となります。ご注意ください。 

 

出席報告（井上雅文君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４１名 70.69％   ８３.０５％ 

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） 

 

2018-19年度 RI 第2720地区 地区役員委嘱伝達式 

RLI委員会副委員長 堀川貴史君 

 

 

 

 

 

 

 

熊本城東 RC 挨拶（森永博臣様・井上 授様） 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は、3月31日（土）開催、

当クラブ創立30周年記念式典のご案内にまいりました。

ご多忙中のことと存じますが、多数のご参加をお待ちし

ております。どうぞ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（桑原幸雄君・杉光定則君） 

   ［誕生祝］                  ［結婚祝］                          

山本  円君   2.1           阪田英治君   2.4 

藤見泰之君   2.1           塚本 侃君    2.7 

森本康文君   2.3           星野誠之君   2.10 

杉田辰彦君   2.9 

髙宮  宏君   2.10         

平尾豊幸君   2.13 

木村弘訓君   2.14 

塚本 侃君    2.17 

近森栄太郎君  2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

※例会終了後、親睦活動委員会 IM 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。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○森永博臣様・井上 授様（熊本城東 RC）  

 3月31日に熊本城東 RC 創立30周年記念式典を開催い

たします。皆さまのご来訪を心よりお待ちしておりま

す。 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・告坂和紀君 

喜讀宣友君・野口泰則君・杉光定則君 

 本日の卓話者 笠日出臣様のご来訪を心より歓迎いた

します。ラグビーW 杯、楽しみにしています。また、

熊本城東 RC 森永博臣様、井上 授様のご来訪を歓迎

いたします。 

○堀川貴史君・後藤 博君 

 熊本城東 RC 森永様、井上様のご来訪を歓迎いたしま

す。このたびは 30 周年誠におめでとうございます。 



 3 

○高宮 宏君 

 笠日出臣様のご来訪を心より歓迎いたします。卓話を

大変楽しみにしていました。ワールドカップのお世話

お疲れさまです。願わくば、交通のアクセス改善をよ

ろしくお願いします。また、荒尾高校出身の流 大君

がジャパンのキャプテンに指名されましたね。うれし

いですね。 

○田川憲生君 

 笠さん、今日は大変お忙しい中、卓話を引き受けてい

ただき感謝します。商工会議所も強力に応援します！

頑張ってください。  

○河津延雄君・西川尚希君 

 本日は、ラグビー協会会長 笠様のご来訪を歓迎いた

します。卓話を楽しみにしています。 

○吉村郁也君 

 今日は笠先輩の話が聞けると思い、午前 3 時 30 分に

目が覚めてしまいました。 

○古財良一君 

 オハイエ創設当時から、入部さん共々大変お世話にな

っています。今年もよろしくお願いします。ラグビー

の卓話を楽しみにしています。 

○田中靖昭君 

 本日の卓話者 熊本県ラグビー協会会長 笠日出臣様

に心から感謝します。私も学生時代からラグビーをや

っており、ラグビーワールドカップ 2019 を楽しみに

しております。 

○坂本幸樹君 

 2 月 7 日は熊本城稲荷神社で初午大祭が開催されま

す。初午は一年で一番運気がよい日と言われています。

今年は実行委員長を引き受けましたので、本日の RKK

「ウェルカム」、明日の TKU「かたらんね」で告知をさ

せていただきます。杉光定則会員、河津延雄会員あり

がとうございます。 

○寿崎 肇君 

 2 月 1 日にて、大分・鹿児島・宮崎・熊本 4 つの県で

寿崎奨学育英財団 50 名の奨学生、年度末指導会勉強

会が無事終了いたしました。奨学生の近況報告では、

先生への相談で悩みが晴れた等の報告書を多数いた

だきました。先生方のおかげです。ありがとうござい

ます。 

○園田修司君 

 皆さん今日も寒いですね。こんな日は夜のクラブ活動

もほどほどにして家に帰りましょう。家が冷たい方は

しっかり温めて帰ってください。スマイル委員の藤見

さんが、スマイルの額が目標に届いていないと毎日枕

を濡らしているそうです。藤見さんのためにもスマイ

ルのご協力をよろしくお願いします。 

 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は、恩に報い徳に謝す、報恩謝徳です。意

味は受けた恩徳に感謝して報いていこうという真心

のことです。熊本南 RC 入会時の先輩会員の皆さまか

らのありがたい一声ひと声を忘れることなく、学び得

たロータリアンとしての志を胸に、失敗も多くござい

ますが、それも貴重な経験という宝物とし、これから

も受けた恩徳に感謝し、恩返しできるよう真心を持っ

て精進してまいりたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

●外部卓話（杉光定則君） 

 「ラグビーＷ杯 2019 は創造的復興のシンボル」        

笠日出臣様（熊本県ラグビー協会会長） 

  

 

 

 

 

①熊本ラグビーの劇的な２年間 

・2015/3 Ｗ杯熊本開催決定～「官民一体の勝利」←2014

から熊本招致委員会 

・2015/9 Ｗイングランド大会～「衝撃」、エディ J 監督、

五郎丸歩、絶叫サリー 

・2015/12 熊本でトップリーグ～１万９０００人、五郎

丸出場 

・2016/4/13 アラン代表ら来熊、記者会見で熊本開催の

成功を確信 

・2016/4/14 熊本地震前震 4/16本震 

・各地から見舞い、義捐、ボランティア～田中、五郎丸、

サリーなど 

・2017 熊本県、熊本市合同組織「熊本国際スポーツ大

会推進事務局」本格化 

・2017/6/10 熊本初の国際試合ルーマニア戦成功 

～１万８５００人 

・2017/10/9 エリスカップ展示   

11/2 熊本は２試合、キャンプ地選定活動  

・2017/12/3 トップリーグ     

＊ウエールズ、仏、トンガ等から視察団        

②そもそもＷ杯（ワールドカップ）って何だ！  

日本は強いのか？ 

・４年に一度、世界３大スポーツ、国のプライド、ベス

ト８（決勝リーグ）への道 
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・欧州６か国対抗戦＋スーパーラグビー３か国。挑むア

ルゼンチン、日本、トンガ、ジョージア、ルーマニア、

アメリカ、カナダ、ウルグアイ 

・現在、日本は世界ランキング１１位～エディ J 前監督

の猛特訓 

・しかしＷ杯後のエディのキツイ一言「ジャパンのベス

ト８は難しい」＝国際的センス？ 

・では、強化策は？- 1）トップリーグ 2）サンウルブ

ス 3）武者修行 ＊国際化  

→選ばれた選手でジャパンを編成して 4）国際大会  

＊テストマッチ ＊ジャパン＝ジョセフ監督～キッ

ク戦法も 

③進化、普及するラグビー、楽しく観戦を！ 

・支持されるラグビー精神、スピード、安全、フェアプ

レーの進化、ＴＭＯ 

・イングランド大会の刺激と男女五輪種目（７人制）採

用でいよいよ競技人口倍増へ？ 

・文科省も強化策～タグラグビー 

・ルールは原則から覚えよう 

1）立ってプレイ 2）前に投げない落とさない 3）危

険なプレイには厳罰 4）球より前でプレイするとオフ

サイド 5）レフリー指示絶対・ポジション＝フォワー

ド、ハーフ、バックスに大別され、それぞれの機能 

④レガシー（遺産）を創る→裾野、経済効果、国際交流

「三位一体の裾野（ラグビーファミリー）」を広げる 

1）競技人口拡大 有名選手の創出＝流大（ゆたか） 2）

熊本ノーサイドクラブなどファン層の拡大 3）応援企

業組織化 

・経済効果は受け皿次第＝九州３地区で３００～３５０

億円、熊本は＋ハンドボール 

・長期のファンゾーン、大量の関係者、ボランティア、

国際交流 ＊ネックはアクセス 

 

【例会予定】 

2/26 戦略委員会・60 周年実行委員会クラブフォーラ

ム（1） 

3/5 寿崎奨学生卓話 

3/12 寿崎奨学生卓話 

3/19 定款に基づき休会 

3/26 外部卓話 両角光男様 

（熊本大学工学部顧問 名誉教授） 

 

◆第三回 戦略委員会会議 議事録 

日時：2018年 1月 22日（月）18：00～18：30 

場所：ホテル日航熊本 「ガーデン・バンケット」 

出席者：今村浩昭・齊藤直信・後藤 博・玉田光識 

倉崎保広・坂本研一・堀川貴史・丸山浩之・園田修司

河津延雄・馬場大介（順不同、敬称略） 

作成者：馬場大介 

①10年後（70周年）の会員数の目標について 

議案の主旨として、ビジョンとして、会員数の拡大を

明示すべきではないか。どのくらいがいいのか。 

意見として、 

・まずは来年度の 70 名に達する必要あり。40 歳代が増

えて質的にもいい傾向にあると思われる。 

・「目標」というのであれば、あくまで高くすべき。 

・50周年での目標は 150名であり、実際、数字が形骸化

していないか。誰でも入会できるというわけではない。 

・数字よりも、理念の共有を優先すべきではないか。 

・今後の人口の推移をみても、（経営者・支店長など）

減少は起こり得る。多彩な業種へ案内を広げる必要が

ある。 

以上は、今後予定するクラブフォーラムで継続的に話

し合う。 

②水球大会の今後について 

水球大会への運営を熊本南 RC で主催し、5 年が経過。

参加される高校にも定着してきたと思われる。 

地区から補助金が拠出される可能性が出てきた。また

水球大会への主催を受けてもらえる企業もあるかも

しれない。いずれにしても、熊本南 RC として、支え

ていくことがいいのか、検討していく段階になった。 

③熊本南ローターアクトの活動について 

現状として、11名会員がいるうち、3名が個人会員で、

今後 3年で年齢制限により全員卒業してしまう。残り

の 8名（今年度会長含む）は法人会員で、業務も忙し

いらしく、地区での幹事会など、義務出席にもかかわ

らず不参加が続く。安定したクラブ運営として、継続

に不安視される。 

熊本南 RCとして何ができるのか。 

・インターアクトの卒業生との連携（国府高校インター

アクト生との協同作業の機会つくりなど） 

・ロータリアンの RAC例会の参加促進。委員会からの呼

びかけ。 

⇒人吉 RCでも、一時期 RAC が１名になったが、RCから

多くの参加協力もあり、現在多くの RAC 会員がいる。 


