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るのか？その目的の原点を忘れてしまってはいけません。
家族の生活がどう構成され、家族の人間関係がどう構築されるの
か、いったいどんな形の団欒が自分の家庭に相応しいのか。その

■国歌斉唱「君が代」

ためにはどのような場（空間）を設けなければならないのか。ど
のような住まい方をしなければならないのか。本当の意味での「住

■１２月の歌「きよしこの夜」「ジングルベル」

まいの在り方」にもっと関心を持ちたいものです。

（ソングリーダー 鷲山法雲 )

今、私たちの環境は、物質的に随分と恵まれた時代となってきま
した。欲しいものは比較的簡単に手にすることができるようにな
りました。分譲マンションや住宅のテレビコマーシャルや折込広

■会長の時間

告を見るたびに何か大事なことを忘れさせられ、幸福な家庭を形

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

成するには、さほど重要ではないものばかりに夢中にさせられて
しまっている。そんな気がしてなりません。

【住まいの在り方】について考える

「家（いえ）づくり」は、
「家庭づくり」のひとつの手段にすぎま
せん。本当に作りたいのは家（いえ）ではなく家（うち）ではな

住宅の設計を行うとき、多くのアプローチがあります。歴史上の

かったんでしょうか。家族が幸福であるための「家（うち）づく

家屋として、日本人の生活様式を背景とし、一過性のものではな

り」は、施主自身が自分の家族に相応しいものを考えなければな

く継続的なものとして考えなければなりません。昨今の住宅設計

りません。真の家づくりの設計者は施主自身だと思います。ハー

となるとその手法は枚挙にいとまがありません。

ドとしての価値も大切です。しかしソフトとしての探求をないが
しろにすれば「本来の家づくり」からは遠のいてしまいます。

構造・工法・設備・安全性・耐久性・材料・インテリア・ファッション・

今後 「家づくり」の力点が「空間の質」の探求へと進んで行く

外観・住居部品・そして経済性・・・・。あらゆる観点から検討

ならば建築設計に携わるものとしてこんな嬉しいことはありません。

しなければなりません。これらの住宅設計のアプローチは、ある

本日は「住まいの在り方」についてあくまで個人的に日頃思って

意味論じ尽されているようにも思えます。しかし注意深く観察す

いることをお話ししました

るとその多くのアプローチが物理的な住宅に対する思考、言い換

貴重な時間をありがとうございました。

えれば住宅を物（ハード）としてだけ論じる傾向であることは否
めません。

■幹事報告

事実、大学や専門学校の建築教育現場では、屋根の種類、システ
ムキッチンの豊富なバリエーション、冷暖房の熱源によるコスト
比較、断熱材の入れ方、高気密の方法、部屋の換気量などなど・・
いずれもハードな部分の技術的な知識の習得に偏重しています。
また一般的にも建築の技術とはこのような知識の集積であると認
識されがちです。家を建てる側すなわち施主も設備機器の数やラ
ンニングコスト・収納の多さ・断熱サッシ・・そんなことばかり
が気になってしまうのかもしれません。住宅を提供する住宅業者
も気付いているか、気付いてないのか分かりませんが、施主が本
来の「住まいの在り方」をあまり意識していないことを逆手に取
り、やたらとハード面での価値や効果を謳い施主の心理をくすぐ
り高価な住宅を勧めます。
住まいとは何か？

住居がハード面の部分だけではないとは誰で

もが知っています。なのに、いざ現実に家を建てようとすると物

（幹事 村瀬直久）
１）
坂口滋一 米山記念奨学会部門長、山田公也 米山奨学生選考委員
長より、2019 学年度米山記念奨学生選考面接官の募集について。
「従来の面接官に加え、今年度は米山記念奨学生選考面接官を公
募することに致しました。ロータリアンの皆様に是非、面接官を
経験していただきたいと思います。尚、熊本 2 名、大分 2 名で
すので、応募が多数の場合は米山奨学生選考委員会へご一任いた
だきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。」（締切：11
月 22 日）
【選考会 熊本会場】12 月 15 日（土曜）集合時間：11 時 00 分
集合場所：くまもと県民交流会館パレア 9 階会議室 3

にこだわりそのことばかりが気になりはじめます。なぜ家を建て

−１−

２）

・人道主義的な団体奉仕（人道的プロジェクトへの資金支援）

熊本東南ＲＣより、熊本市域ＲＣ新春合同例会の案内。

以上三点が唱われています。

日
場

時

会員増強については

懇親会１３：００〜

・女性会員の入会容認

熊本ホテルキャッスル ２Ｆ「キャッスルホール」

・一業種一会員制から・・・一業種 5 人までの入会が認められま

所

平成３１年１月８日（火）合同例会１２：３０〜、

登録料

６，
０００円

した。
51 名以上のクラブでは上限が会員

※今年度は当クラブがホストを務めますので皆様のご協力を宜し

数 10％とまでとなりました。

くお願いいたします。
会員数を見てみますと
■今後の行事
福井学
古田哲朗
堀内健太郎

・世界のロータリアン数

約 1,220,000 人

・日本のロータリアン数

約 9,000 人

・大分、熊本地区ロータリアン数

約 2,500 人

昨今このロータリアン数は世界的にも、日本でも、地区において

井村宣敏

もあまり会員増加の変化がありません。R.I は会員減少に歯止め

草村安宏

をかけるためにも会員増強、資金増への強調が必要になっている

川﨑直樹
松本繁

と思われます。

松本一也
前田日出夫

11 月 16 日
11 月

（金）

地区大会

11 月 17 日

大分県

ホルトホール大分、

大分市

他

（土）

2016 年の規定審議会では

村瀬直久

①クラブ例会の頻度と出席に関する規定がクラブ催促を見直すこ

宮川義行

とで柔軟性のある変更が出来るようになりました。ただし、最

永野昭一

低二回は月に開かなければなりません。

小畑成司

例会の曜日と時間を自由に決定する事が出来ます。

緒方公一

又、必要に応じて例会を変更し、あるいは中止する事も出来ます。

佐野茂
白木誠一

出席については 4 連続ホームクラブ欠席の場合は自動的にその

志賀重人

身分を失うと規定されておりましたがあまりに厳しい規定の為

白石繁、

、柔軟な対応が必要であると言うことになりました。

杉本整哉
内田信行
山田公也
12 月 12 月 2 日（木）

職業奉仕大会

大分県
大分市

ホテルザーズ

②会員の種類
国際ロータリーの定款、催促の規定では、正会員、名誉会員の
二種類でありますがクラブ細則の修正を行い事によりニーズに

新着

応じた新しい会員種類を追加することが出来ます。
例えば、準会員、法人会員、家族会員等、ただし自分のクラブ
が成り立つためには柔軟性を取り入れるときの R.I の方針です

■ロータリー情報の時間

が柔軟性の名のもとに何でもありき！ではありません。

（ロータリー情報担当委員 鈴木義親 )

③ R.I の 5 カ年の財政見直し

規定審議会について
規定審議会は国際ロータリーの立法機関で 3 年に一度、4 月〜 6
月までに招集されます。
審議会は 2 年前のロータリー年度に各地区内クラブは地区内クラ
ブを代表するロータリアン１名を選びます。次回は 2019 年に開
催され、代表議員は 2016 〜 2017 ロータリー年度に選出されて
おります。
日本からは各ゾーンから１名、計３名の代表議員が決定されてお
り規定審議会（2016）においては例会開催回数および出席、会
員身分に関する規定がクラブの裁量により、クラブ細則を変更す
れば変更可能となりました。

毎年 4 ドルの人頭分担金の値上げの採択。
④会員の資格
以前は会員の資格は裁量権など色々なルールがありました。
今回は「善良で高潔が有りリーダーシップを持ち良い評判を受
け、奉仕意欲のある成人とする。」の、非常に抽象的表現になっ
ております。

■委員会報告
（青少年奉仕担当委員 宮川義行 )

当クラブでは従来通の方針を貫く決定をしております。
2019 年審議会での一部改訂があった場合はこれに対応すべき周
知をしなければなりません。

アクト例会について
11 月 11 日 16:00 〜 18:00 清水公民館（バトミントン）
日田ＲＡＣ、熊本城東ＲＡＣ、熊本北ＲＡＣも参加（合計９名）

国際ロータリー（R.I）の強調事項
・会員増強

11 月 24 日 13:00 〜 14:00 清水公民館（折り紙作り）

・ロータリー財団への寄付（年次、恒久寄付）

−２−

■卓話
■出席報告

（職業奉仕について 松本繁）

（出席・プログラム担当委員 福井学）
月日

会員数 出席者数

10 月 31 日

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

熊本職業奉仕研修セミナー

平成 30 年 9 月 29 日 ( 土 )
熊本県民交流会館パレア第 1 会議室

休会

46
11 月 14 日 （免 2）
44
☆新入会
☆退会
☆出席免除
10 月 14 日 住江正治
☆欠席者

意見発表「ロータリーと私」
32

72.73
熊本東南ロータリークラブ

松本

繁

昭和 22 年 6 月 16 日生まれ ( 団塊の世代 )
松本実業㈱

水道機材、機器、工具など水回り商品

の専門卸販売商社、創業 139 年、ロータリー歴 30 年と 6 か月

島村徹男

今度の 100% 出席の日は

取締役会長

71 歳

あなたにとってのロータリーとはと問われたら、ロータリアンの

11 月 28 日です。

皆さん、さまざまだと思いますが、私、松本にとってのロータリー
は人生の師であり、経営の師であると答えたいと思います。

■スマイル報告

私、現在、皆さんから見ればあまり幸せそうには見えないかもし
れませんが、これでも自分では幸せだと思っているんですよ。（会

（熊本東南 RC 親睦・スマイル担当委員
杉本整哉）

社は創業以来 139 年存続でき、長男に 6 年前、無事に社長をバ
トンタッチし、まずまず経営も安定している。また、私共夫婦も
今年、結婚５０周年、元気で金婚式を迎えられたこと。ロータリー

◎鷲山法雲

も楽しんでいる。
）

10,000 円

久しぶりの出席です。１２月１９日の家族会、家族皆でお世話に

私が、現在、このように幸せと感じていれるのもロータリーのお

なります。

陰だといっても過言ではありません。

◎吉田嘉昭

1988 年 3 月

10,000 円

熊本東南ロータリークラブ入会

40 歳

①この度、BMW 認定鈑金塗装工場の資格を取得しました。メル

バブル期 (1986 年 12 月 ~1991 年 2 月 ) 真っ盛り

セデス・ベンツに続き２番目の認定となります。第三機関の審査

熊本青年会議所卒業直後、もっと、自己を磨き、人脈を広げ、経

が有り大変でした。設備・技術以外にコンプライアンスの審査が

営に役立たせよう ( 会社をもっと良くしたいという欲望そのもの )

あり、今後１年に１回の監査があります。

との思いから、熊本ロータリークラブ入会を申し込みましたが、

②結婚記念日ありがとうございました。

職業分類に空きがないといわれ、体よく断られた。その時、ロー
タリーには簡単に入会できないのだと痛感した。そんな矢先、あ

◎宮川義行

る先輩から、設立して 4 年ぐらいの新しい熊本東南ロータリーク

5,000 円

１１日清水スポーツセンターでアクト例会のバドミントンがあ

ラブだったら入会できると誘われので、迷いなく入会した。

り、松岡歩紗実さんと参加しました。初めてバドミントンをしま

当初、先輩から、ロータリーには「ハイ」と「イエス」しかない

したが、体力維持にはちょうどいいスポーツだと感じました。日

と教えられ、30 年間、それなりに、真面目にロータリー活動を

田や北、城東からも参加、９名集まりました。２４日は清水公民

してきたと思う。

館で折り紙作りです。新会員の方もアクト例会への参加をお願い
します。

1994~95 年

幹 事

徐々に冷え込んできています。足元や首を冷やさないようにして

2003~04 年

会

健康に気をつけていきましょう。１６日、１７日の地区大会は、

2007~09 年

地区職業奉仕小委員長

１６日の昼出発、１８日の朝大分発で車で行きます。１人同乗で

2016~17 年

熊本第 3 グループ

長

47 歳
創立 20 周年

56 歳
60~61 歳

ガバナー補佐

69 歳

きます。
「私がロータリーで学んだこと」
◎堤 勝也

2,000 円
＊利他の精神

妻の誕生祝いありがとうございました。
◎潮谷愛一

2,000 円

誕生祝いありがとうございました。７９歳になります。

＊超我の精神

「職業奉仕の勉強」故小田一昭

＊寛容の精神

著 ( 熊本南 RC、昭和 46~47 年

ガバナー ) の一節に
「経営者は永続的に企業を成功させることが最も重要であり、そ

◎中島祐爾

2,000 円

結婚記念日ありがとうございました。

のためにはいかなる職業においても信用の獲得が一番大切であり
ます。では信用はどのようにしてできるか、それは相手方の立場
に立って、物事を考え、相手方の信頼を絶えず得るように努力し

−３−

ていると、それがやがて永年の間に信用の獲得となると考えられ

11 年連続でロータリー財団に最高の評価
記事：国際ロータリー

ます。
」
とありますが、これを言いかえれば、
「利益を得ようと思うなら、

この度、慈善団体の格付けを行う米国の

先に相手方に利益を与えることを考えよ。
」ということだと思い

独立機関、チャリティーナビゲーター

ます。私はこれが利他の精神だと思います。そして、この教えが

（Charity Navigator）が、ロータリー財団

すべてにおいて通じると思います。

に 11 年連続で最高の 4 つ星評価を与えま
※相手方がロータリアンの場合

した。

ロータリアンは皆、一国一城の主、色んな個性の持ち主、自分に

この評価は、
ロータリー財団の健全な財務状況および説明責任（ア

ないものを持っている人が多く、
とても勉強になります。そのロー

カウンタビリティ）と透明性へのコミットメントが認められたこ

タリアンに対し、役目柄、リーダーシップを取らなければならな
い時は、命令的でなく相手方の立場に立って、物事を考えて、相

とによるものです。
「このような評価をいただきとても光栄です」とロータリー財団
のロン・バートン管理委員長。「この結果は、世界中の大勢のロー

手を立てながら進めていくことが大切だと思います。

タリアンの努力と献身を物語っています。ロータリアンは、寄付
※相手方が社員の場合

が意図された通りに活用されると信じていますし、実際に寄付は

平成 5 年、合志工業団地に合志配送センター建設 (6 億円投資、

世界をより良くするために生かされています」

高度化資金借り入れ ) 経営コンサルタントを迎え、業績アップ ( い

チャリティ―ナビゲーターは、財団による寄付の活用、プログラ

かに利益を上げ、借入金の返済をするか ) を図りましたが、いっ

ムと奉仕の実施、効果的なガバナンスと組織の透明性を高く評価

こうに効果がありません。社員の定着率も悪かった。

しました。

まさに、
「笛吹けど踊らず」という状況でした。
※ロータリーの職業奉仕の教え ( 利他の精神 ) により、社員の

チャリティーナビゲーター（Charity Navigator）

幸せづくり経営に変えていきました。
「Joyful

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.
summary&orgid=4553

and

Good

Company」をめざす。経営コンサルタント一切やめた。
福利厚生の完備、社員旅行、退職金制度、年金の上乗せ、
決算賞与支給 ( 利益の還元 ), 安心して働ける、働き甲斐のある会
社、自主性を重んじる（Our Company）

ロータリー財団
https://www.rotary.org/ja/about-rotary/rotary-foundation

経営の神髄はいかに人を動かすにかかっています。私の心掛けて
いることは、
「認める」
「任せる」
「褒める」そして「許す」です。
( これもロータリーから学び、自分で編み出したもの )
これにより、社員の定着率も良くなり、業績も安定していったよ
うです。借入金も 3 年前に返済終了、肩の荷が下りた気分です。
息子もこのやり方 ( 社員中心の経営 ) を踏襲していますので、安
心しています。
※相手方が妻の場合
若いころは考えの違いによりよく夫婦げんかもしました。
しかし、ロータリーの家族会、姉妹クラブ訪問など出来るかぎり
同伴しました。当時は夫婦同伴が当たり前でした。家内には頭を
下げて同伴を頼みました。かなり洋服代もかかりました。
徐々にロータリーへの理解を深めてきたように思います。
ロータリーのことを家でよく話します。( 妻はもちろん息子、娘、
孫 ) 今では、すべてにおいて妻が一番の理解者であり、相談相手

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を世界各地での
奉仕活動に役立てています創立以来 100 年間、私たちの財団は、
教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトに総額 30 億
ドルの資金を提供してきました。
一つひとつのご寄付により、世界中の地域社会を少しずつ変えて
いくことができます。
ロータリー財団の使命
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、
親善、平和を達成できるようにすることです。
ロータリー財団に寄付する理由
ご寄付の 90％以上が、奉仕プロジェクトに直接生かされます。私
たちは透明性を重視し、責任ある資金管理を行っているため、安
心してご寄付いただけます。

です。
このように経営において、人生のすべてにおいて、ロータリーの
教え、＊利他の精神 * 超我の精神 * 寛容の精神が基となると思い
実践してまいりました。まだまだ未完成ですが、残りの人生にこ
の教えを活かしていきたいと思います。
本日ご参加の皆様は、とても前向きな、
優秀な方ばかりです。
（せっ

ご寄付はどのように活用されるか
世界に 35,000 あるクラブは、発展途上国にきれいな水をもたらし、
平和活動に携わる人材を育成するなど、世界中で持続可能な影響
をもたらしています。ポリオ撲滅活動においても、予防接種活動
を通じて発症数を世界で 99.9％減少させてきました。皆さまから
のご寄付は、こうした活動に大切に活用されています。

かくの土曜日、台風も近づいている状況の中、参加されている）
必ずや、素晴らしいロータリアンであり、素晴らしい経営者にな
られることと心より祈念申し上げ私の発表とさせていただきます。

■点鐘
編集者

松岡泰光

ご寄付が世界にもたらす影響
わずかなご寄付で、一人の命を救うことができます。一人の子ど
もをポリオから守るのに必要なワクチンのコストは、わずか 60 セ
ント（約 70 円）
。さらに、ロータリーがポリオ撲滅に投入する資
金に対してビル＆メリンダ・ゲイツ財団が 2 倍の額を上乗せする
ため、ご寄付が 3 倍になってポリオ撲滅活動に生かされます。

−４−

