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い人は、まずいません。
ただ、私たちを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。イン
ターネットが急速に普及しパソコンや携帯があれば、世の中の情
報を瞬時に得ることができるようになりました。また情報を発

■国歌斉唱「君が代」

信することもできるようになりました。会合や同窓会の案内も封
書（紙ベース）ではなく、メールに変わりつつあります。若い人
は SNS で出欠まで取っています。今後この傾向は益々進むこと

■ロータリーソング「奉仕の理想」

でしょう。このように通信手段や情報発信ツールが激変する昨今、
私たちは、
「メールは否だ」とか「インターネットは嫌い」など
と言うこと許されなくなくなりつつあります。議員さんでホーム

■来訪者紹介

ページを持たない人はもはやいません。ブログやツイッターで毎
日有権者に直接情報を発する時代になりました。紙ベースの新聞

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

の発行部数も恐ろしいほど激減しています。若い人たちは紙ベー
米山奨学生

翁力棟

スの新聞をほとんど読まなくなりました。インターネットで配信

君

されるデジタル版を読んでいます。しかもより早くより安く。私
たち（中年）も否応無しにこの状況に対応しなければならなくなっ
てしまいました。この潮流に乗ることができなければ、言葉は悪
いですがが、
『現代版の非識字者』と言われてしまいます。「現代

■会長の時間

版非識字者」は、地域による偏在ではなく、世代によって偏在す

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

る傾向があるようです。
インターネットやデジタル通信から逃避することなく、堂々と迎

先週の「会長の時間」は、ガバナー月信の紹介でした。ガバナーは、

え撃ち、大いに利用しようではありませんか。

今月は「基本教育と識字向上」月間です。皆で識字向上の奉仕に
ついて考えましょう。とおっしゃっています。国際ロータリーの

本日のクラブフォーラムは「マイロータリーの登録」についてで

データによると全世界で 16 歳以上の人口のうち 7 億 8100 万人

す。私自身もよく理解しておりません。まずは登録からはじめ、

が読み書きできないということです。
（ユネスコの発表では、若

みんなで勉強しましょう！

干数字が違う）大半はアジア、アフリカ地域だそうです。
ところで、日本の識字率はどうだったのしょうか？少し古い資料
ですが（国立教育政策研究所）明治初期 20 年台半ばの識字率は、
江戸時代とあまり変わらず、男子で 50 〜 60％、女子で 30％前
後と推察されています。意外と識字率が高かったのは、日本には
寺子屋があったからだということですが、ただ地域間や男女間で
大きな格差があり、京都に近く、商いや交通の要所であった近江
商人の本拠地であった滋賀県などは非常に高く男子は 90％、女
子でも半数が読み書きできたとされています。一方地方ではや
はり識字率は低く、維新の志士を排出した鹿児島でもはかなり低
かったいわれています。このことから察すれば熊本もかなり低

■幹事報告
（熊本東南 RC 幹事 村瀬直久）
１）
荒尾ＲＣより、創立４０周年記念式典のお礼。
２）
特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンより、
２０１７年度年次報告書。

かったと思われます。
しかし、日清、日露戦争を契機に小学校の就学率が急速に向上し、
青年男子（20 歳）の非識字率は、大正末までにほぼ根絶された

３）
第３回定例理事会報告。

といわれています。
さて、現在の社会ではどうでしょうか。もちろん読み書きできな

−１−

る。これと同じで、他人に与えたら必ず自分のところへ回ってく

■今後の行事

9 月 29 日
（土） 職業奉仕セミナー

古田哲朗

るようになっているんです。これはどんな商売にも当てはまる基

松本

本です。

繁
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ただ、そういう考えで商売ができるようになるのはなかなか至難
の業だから、うちの会社では毎朝
次の基本理念を皆で唱和しているんです。
・心豊かな創造性を磨き、無から有を生み出し進展させる。
・アイデアの開発を通じ人と企業と産業社会の発展に貢献する。
・この社会は我が社の為の道場であり、見るもの触れるもの全て

白石

繁

村瀬直久
山田公也

我が師である。
----- これはまさしく「内発力」を養う上でも大切な心掛けといえ
そうですね。

宮川義行

若林：そうですね。やっばり人を喜ばせたぃという思いが、自分
を内から突き動かす大きな力になります。

11 月 11 月 4 日（日）

宇佐神宮参集殿

逆に、自分が儲けてやろうと思って人を苦しめたら、その苦しみ

案内中

は後で必ず自分が受けることになる。私はそういう利己、苦しみ
の世界を「レッドオーシャン」
、と呼んでいましてね。中小零細
企業はなかなか余裕が持てなくて「レッドオーシャン」から抜け
出せないけれども、
「ブルーオーシャン」のほうに転換できた会

■ロータリー情報の時間

社は大きく発展していますよ。

（ロータリー情報担当委員 潮谷愛一）

まぁ言うは易しでね。そのためには SUJ、つまり素直に、受け入れ、
実行するという基本を身につけて、自分に克たなければダメです。

月刊誌「致知」平成 30 年 9 月号から

私も何十年もやってきてだんだんそういうことが分かってきまし
たけど、人生も経営も、人様に喜んでいただこう、社会に貢献し

人を喜ばせてこそ会社は発展する

ていこうという内から発する思いに基づくものであることが大切

絶対に緩まないネジとして、世界中から注目を集める「ハードロッ

ですね。それが「ブルーオーシャン」に至る道だと私は思います。

クナイト」。開発者の若林克彦氏は、子供の頃から画期的な発明

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

品を多数手掛け「なにわのエジソン」の異名を取る。

One Proﬁts Most Who Serves Best

これまでの足跡を交えて、斬新なアイデアを生み出す秘訣や、自
身を突き動かすエネルギーの源についてお話を伺った。

■委員会報告
（青少年奉仕担当 宮川義行 )

わかばやし・かつひこ
昭和 18 年大阪府生まれ。大阪工業大学を卒業後、
バブルメーカー
を経て、36 年富士産業社（現・富士精密）を創業。その後、緩

熊本東南ＲＡＣ活動報告および例会案内

み止めナット「ハードロックナイト」を開発し、49 年ハードロッ

9 月 12 日 アクト候補者との懇親会開催

ク工業を設立。同商品は、絶対に緩まないことが求められる交通

9 月 30 日例会 13:00 〜 清水公民館（折り紙作り）

機関や機械、建築物などに広く採用されている。著書に『絶対に
緩まないネジ̶小さな会社が「世界一」になる方法』
（中経出版）
がある。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 福井学）

苦しみの世界から喜びの世界へ
----- 優れたアイデアを生む秘訣をお教えください。
若林：やっぱり好奇心は必要ですね。ただ、根本のところで大事

月日

会員数 出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

4

36

87.80

なのが、いいものを考えて相手を喜ばせたいという思いです。そ
こに欲が入ったらダメなんです。
----- 欲があっては、いいものは生まれないと。
若林：ええ。これで儲けてやろうという魂胆で考えた商品は、決
してマーケットに支持されませんね。自分は後でいいから、とに
かく相手を喜ばせたい。そういう思いで取り組んでいると、利益
は必ず後から回ってくるものなんです。
----- 相手が先で、自分は後だと。
若林：私はよく、たらいの水の話をするんです。たらいに張った
水を自分のほうに寄せようとしたら、逆に向こうに行ってしまう
でしょう。けれども向こうへ押しやったら自分のほうに回ってく

45
09 月 05 日 （免 4）
41
45
09 月 19 日 （免 4）
42
☆新入会
☆退会
☆出席免除
09 月 05 日 住江正治

島村徹男

鷲山法雲

河岸彦治

09 月 19 日

島村徹男

鷲山法雲

河岸彦治

−２−

住江正治

32

30

73.17

☆欠席者
09 月 05 日（5 名）
西村陽介

RI のホームページへ
内田敏視

渡邉一弘

山本浩之

山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

9 月 26 日です。

■スマイル報告

MYROTARY クリック

（熊本東南 RC 親睦・スマイル担当委員
緒方公一）
◎宮川義行

5,000 円

9 月 16 日、京都で元高倉健のマネージャー西村泰治さんのお祝
いがありました。福井会員夫妻と参加してきました。西村さんに
は震災直後から準備して映画「健さん」の全国上映前に熊本で試
写会を行ってもらいました。被災者の方を中心に 250 名集まっ
て頂き、熊本東南ロータリー主催での支援活動ができました。京

アカウント登録

都門川市長も駆けつけ、司会はせんだみつお、乾杯は中井貴一で
した。私も飛び入りで試写会のお礼スピーチをクラブを代表して
行いました。
◎横山佳之

3,000 円

会議の為に早退します。

■卓話

アカウント作成をクリック

（永野昭一 会員 )
MyRotary 登録について
2018/9/18 現在の登録率（熊本東南ロータリークラブ）

氏名、メールアドレス
入力
（注：あらかじめ RI へ
登録した氏名、
メールアドレス）

熊本東南ロータリークラブホームページより登録

登録完了で上記表示となります。その後登録したメールアドレス
へ RI より次のメールが届きます。

−３−

2020-21 年度ロータリー会長にスシル・グプタ氏が選ばれる
記事：Teresa Schmedding

国際ロータリー会長指名委員会は、デリーミッドウェスト・ロー
タリークラブ（インド）所属のスシル・グプタ氏を、2020-21 年
度国際ロータリー会長に選出しました。対抗候補者がいない場合、
同氏は 10 月 1 日に会長ノミニーとして宣言
されます。

アカウントを有効にするをクリック

会長指名委員会により 2020-21 年度国際
ロータリー会長に選ばれたスシル・グプタ氏
（デリーミッドウェスト・ロータリークラブ
所属）

ア希望のパスワード、セキュリティ保護用質問と答え（4 文字以
上）
、CREATE

ロータリーの人道奉仕のインパクトを高め、会員基盤の多様化を
進めることがグプタ氏の願いです。

ACCOUNT を 1 回クリック
「個人でできることには限界があります。しかし 120 万人ものロー
タリアンが一致団結すれば、不可能なことなどなく、世界を本当
に変えることができるのです」とグプタ氏は声明の中で述べてい
ます。
グプタ氏は、Asian Hotels (West) 社の会長 兼 代表取締役社長であ
り、ハイアット・リージェンシー・ムンバイおよび JW マリオッ
ト・エアロシティ・ニューデリーのオーナーです。インドのホ
テル・レストラン協会連盟（Federation of Hotel and Restaurant
Associations of India）の元会長、インド観光金融公社（Board
of Tourism Finance Corporation of India）の元理事であり、現在
はインドの観光振興を目的とする観光業界とインド政府の官民
パートナーシップ Experience India Society の会長、Himalayan
Environment Trust の副会長、Operation Eyesight Universal（イン
ド）の理事を務めています。

これで最後です。登録完了です。

1977 年にロータリークラブ入会。以来、地区ガバナー、研修リー
ダー、リソースグループ顧問、数々の RI 委員会の委員長、副委員長、
委員を歴任しました。
水保全への貢献によりジャイプールの IIS 大学より名誉理学博士号
を授与されたほか、観光と社会福祉事業における功績が認められ、
インド大統領より、社会市民に贈られる賞としてはインドで 4 番
目に高い Padma Shri 賞を受賞しています。

確認の為 MYROTARY へログインしてください。
ロータリー財団では、人道的・教育的プログラムへの支援が評価
されて特別功労賞を受賞。ヴァニタ夫人とともに、ロータリー財
団のメジャードナーおよびアーチ・クランフ・ソサエティのメン
バーとなっています。

■点鐘
編集者

松岡泰光

−４−

