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中国伝来のものが多い日本の建築のなかで、
畳は日本国固有の敷物です。一説によると
当初コモのようなものが使われていたらし

■国歌斉唱「君が代」

く、現在のように畳床がついた構造となっ
たのは平安時代で、板敷に座具や寝具とし

■熊本東南ＲＣの歌「未来」

て置くという使い方だったようです。鎌倉時代から室町時代にか
けて書院造が生まれて、部屋全体に畳を敷きつめる使い方になっ

熊本東南ロータリークラブの歌

たようです。

未来

しかしそういう使い方も貴族や武士の冨の象徴として使われてき
作詞

長期戦略委員会

作曲
♪

彌冨

敏宏

１

ました。桃山時代から江戸時代に至るなかで、数寄屋造や茶道が
発展して普及し、徐々に町人の家にも畳が敷かれるようになりま
した。それでも身分による畳の制限は残り、庶民が使用できるの

君たちは旅立つ

自由な世界へ

は江戸時代中期以降で畳師、畳屋と呼ばれる職人が活躍し、畳干

夢と手をつないで

東南ロータリーへ

しする家々の光景があちこちで見られるようになりました。

君の名は希望

君の名は勇気

君の名は憧れ

ロータリークラブ

幸せに向かって歩こう
東南ロータリー

このようにして普及していった畳ですが、畳の寸法は「京間」や

僕らと共に

「江戸間」をはじめ、地方によって異なっています。

ロータリークラブ

「京間」は別名「本間」といい、京都を中心に大阪、瀬戸内、九
州で用いられてきた基本尺で畳のサイズは、長さ 6 尺 3 寸×幅 3

♪

2

尺 1 寸（191㎝× 91.5㎝）で、部屋の大きさが変わっても畳一

君たちは旅立つ

未来に向かって

枚の大きさは一定です。この京間を使った建物の設計（間取り）

夢と手をつないで

東南ロータリーへ

を「畳割り」と呼び、あくまでも畳の寸法を優先して柱の位置を

君の名は愛

君の名は驚き

決めています。ですから京間で設計された家同士であれば 6 帖の

君の名は喜び

ロータリークラブ

部屋から 8 帖部屋の部屋に引っ越しても、畳は前に使っていた畳

君たちは僕らの希望
東南ロータリー

未来と共に

を敷くことができます。

ロータリークラブ

ロータリークラブ
ロータリークラブ

一方、「江戸間」は別名「関東間」
「田舎間」と言われ、京間の 1
間を 6 尺 5 寸に対し、6 尺としています。更に京間と異なるのは ,
「江戸間」の場合、
「柱割り」という柱間（柱と柱の間の心々寸法）

■来訪者紹介

を 6 尺として建物を設計（間取り）しますので、6 帖と 8 条の部

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

屋では畳のサイズが異なり違う大きさの部屋では同じ畳を敷くこ
とはできません。

熊本平成ＲＣ

谷山正典

米山奨学生

翁力棟

君、石橋一隆

君

君

現代においては、九州熊本でも 1 間を 6 尺（182㎝）とし、
「柱割」
で建築計画することが一般的になりましたので、畳のサイズは以

■会長の時間

前（本間）に比べると（約 20％）小さくなっています。

（会長 白石 繁 )
ちなみに、茶室の畳などは、現在でも広い京畳を使用します。炉
の大きさや茶道具のプロポーションは、京畳（191㎝× 95㎝）

【畳のサイズ】について

に合わせて決められているので江戸間サイズの畳はこのプロポー
新築したが、以前住んでいた住宅に比べると畳のサイズが小さく

ションに合わないのです。このため今でも茶室の畳は京畳で設計

なったとお感じの方も多いかと思います。そもそも畳の大きさに

しなければなりません。

は決まりがあるのでしょうか。

−１−

■今後の予定
2 月 16 日（土）

地区チーム研修

大分県

セミナー

中津市

グランプラザ中津ホテル

山田公也、宮川義行、古田哲朗
熊本グリーン RC

熊本県

創立 30 周年記念式典

熊本市

熊本ホテルキャッスル

2 月 18 日（月）
古庄浩二、福井学、松本繁、前田日出夫、村瀬直久、宮川義行、
中島祐爾、沼田敏雄、佐野茂、鈴木義親、白石繁、内田信行、
山田公也、彌冨照皇
熊本第３グループ IM

2月

熊本県

熊本ホテルキャッスル

熊本市

2 月 22 日（金）
福井学、松本繁、松本一也、前田日出夫、村瀬直久、宮川義行、
小野川善久、佐野茂、白石繁、内田信行、山田公也、彌冨照皇

■幹事報告

人吉中央ＲＣ創立

熊本県

３０周年記念式典

人吉市

アンジェリーク平安

2 月 23 日（土）

（幹事 村瀬直久）

白石繁、村瀬直久、宮川義行、小畑成司、内田信行、松本繁

■訃報

「国際奉仕のつどい」 大分県
セミナー

国際ロータリー第２７２０地区 １９９２〜１９９３年度ガバ

大分県消費者生活・男女共同参画

大分市

プラザ「アイネス」

2 月 24 日（日）

ナー 緒方基一 様（元八代ＲＣ）が２０１９年２月７日に逝去さ

案内中（会長、会長エレクト、国際奉仕担当委員）

れました。
（享年９８歳）

■来信案内

熊本 RC

熊本県

創立 80 周年記念式典

熊本市

熊本ホテルキャッスル

3 月 9 日（土）
福井学、松本繁、松本一也、前田日出夫、村瀬直久、宮川義行、

１）
ロータリーの友事務所より、２０１９−２０年度版 ロータリー

沼田敏雄、佐野茂、鈴木義親、白石繁、内田信行、山田公也
3月

手帳お買い上げのお願い。

熊本北 RC

熊本県

創立 40 周年記念式典

熊本市

熊本ホテルキャッスル

3 月 23 日（土）

２）

案内中

熊本平成ＲＣより、３０周年記念式典の案内。
日

時

２０１９年６月８日（土）式典１５：３０〜、祝賀会

１８：００〜
場

所

登録料

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

■熊本平成ＲＣ創立３０周年記念式典のご案内

１０，０００円

（熊本平成ＲＣ 石橋一隆様、谷山正典様）

４）

２０１９年６月３０日（土）

チャイルド・ファンド・ジャパンより、チャイルドからの手紙の

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ。

送付。

■委員会報告
（青少年奉仕担当 宮川義行）
２月１０日１８：００から大江公民館でアクト第１例会が開催さ
れ、チョコクッキー作りをしました。参加者はアクト４名と私の
５名でした。最後に役得でチョコレートを頂きました。ミニチョ
コだったので代表して頂きました。
２月２３日には清水体育館でバトミントンを行います。アクトの
友人達も呼ぼうという事で考えています。アクトの卒業生をアク

■委員会報告
（熊本東南３５周年実行委員長 松本繁、
副実行委員長 永野昭一）
熊本東南ＲＣ創立３５周年感謝記念行事 実行委員会
役割分担説明と協力依頼

ト顧問という形で、卒業後も参加を促し、将来的にロータリー入
会に繋げてはどうかという話もしました。アクト例会への参加も
皆さんお願いします。

−２−

■出席報告

■ロータリー情報委員会卓話
（ロータリー情報担当委員 佐野 茂）
前回の私の情報の時間に、
「ロータリーの目的」

月日

会員数 出席者数

45
01 月 30 日 （免 3）
42
45
02 月 13 日 （免 4）
41
☆新入会
☆退会
☆出席免除
01 月 30 日 島村徹男
02 月 13 日 島村徹男

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

34

80.95

について話をしましたが、目的の第 2 において「ロータリアンは、
職業奉仕が最大の奉仕活動であり、それぞれの個人の職業の中で奉
仕することが最大の目的である。
」ということを申し上げました。

32

さらに目的の第 3 において
「ロータリアン一人一人が個人として、
33

事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること」

80.49

ということが規定されているということを話しましたが、つまり、
ロータリアンは 、個人、個人が事業と社会生活において 奉仕をし
なさいということになります。

住江正治
古庄浩二

鷲山法雲
住江正治

つまり、ロータリーは [We Serve] ではなくて [I Serve] ということ
を申し上げました。

鷲山法雲

従って社会奉仕においても．それぞれロータリアンが個人において
実践することが大前提であるということです。

☆欠席者 8 名
01 月 30 日 西村陽介

内田敏視

渡邊一弘

堤

山坂哲生

山本浩之

川崎直樹

潮谷愛一

勝也
このことは、
「社会奉仕に関する 1923 年の声明」においても明
記されています。この決議文は手続要覧に掲載されています。

今度の 100% 出席の日は

この声明はかなり以前の決議ですが、現在でもよく話の中で引用さ

2 月 27 日です。

れます。その際は「決議 23 の 34」と略して表現されることが多
いようです。つまり、国際ロータリーにおいて、1923 年における
34 号の決議であるという意味であることをご理解いただきたいと

■スマイル報告

存じます。

（親睦・スマイル担当委員 緒方公一）
その決議の中で、ロータリーにおける社会奉仕というのは、
「ク
ラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業より
◎石橋一隆 様、谷山正典 様 3,000 円

も、広くすべてのロータリアンの個々の力を動員するもののほうが

本日は、平成ＲＣ３０周年記念式典の告知に伺いました。皆様、お

ロータリーの精神によりかなっていると言える。

忙しいとは存じますが、ぜひとも皆様方のご登録をお待ちしており

それは、ロータリークラブでの奉仕活動は、ロータリークラブ会員

ます。

に奉仕の訓練を施すために考えられたいわば研究室の実験としての
みこれをみるべきであるからである。
」と明記されております。

◎沼田敏雄 10,000 円
１０日（日）内孫最後の保育園発表会が終わり全ての孫が学校に上

これによると、ロータリークラブの社会奉仕は、それ自体に目的

がりました。健康で成長する事を願ってます。自分自身もガン再発

があるというよりも、ロータリアンに「奉仕とはどういうことなの

しないように願ってます。

か」という意義を理解してもらうことと奉仕を実行させるための訓
練と実習であると考えるべきであり、社会奉仕の主体はクラブより

◎宮川義行 5,000 円

もロータリアン個人にあるということになります。

日替わりで寒暖差の激しい毎日になっています。皆さん、体調に気
をつけて下さい。２月１０日はアクト第１例会が大江公民館で、
チョ

ロータリアン個人が、各々その生活の分野において、その実力を発

コレートクッキー作りでした。２月２３日は第２例会です。清水公

揮して社会奉仕をしてもらいたいということ、そして、また、その

民館でバトミントンを行います。日曜日の午後なのでお時間のある

個人として行った奉仕活動が一般地域社会に対して指導力を発揮し

方は是非参加をお願いします。松岡さん、本日はクッキーありがと

て、よりよい社会をつくる先達になってほしいということです。

うございます。

現実にロータリーの現在のシステムを考えてみますと、その点が理
解できるのではないかと思います。

◎松本繁 3,000 円
熊本平成ＲＣ 石橋パスト会長、谷山会長エレクトのご来訪を歓迎
しスマイル致します。６月８日 ３０周年、必ず出席します。

それは何かといいますと、まず、一つには、ロータリーでは会長
はじめ役員が 1 年交代であるということです。
もし、ロータリーがクラブとして、団体としての奉仕活動をするこ

◎小畑成司 2,000 円

とを目的としているとするならば、こんな非能率的な組織はありま

平成ロータリークラブ 石橋パスト会長と谷山会長エレクトのご来

せん。

訪にスマイルいたします。いつも大変お世話になっております。
ロータリークラブにおいては、会長は必ず一年交代であり、多くの

−３−

役員理事においてもおおむね一年交代です。

り」を指し、国際ロータリーはそのクラブ

もし団体として奉仕活動をするのであれば、その方面の経営能力が

の連合体とされています。

あり、最も適任と思われる会員に任せて、何年も継続してやること

とはいえ、個人だけでなく、クラブ単位、

が最も効率的であるといえるのではないでしょうか。

国際ロータリーとしての奉仕プログラムも

しかし、訓練機関だということであれば、会長をはじめ役員交代を

行われております。

行って全会員に色々な勉強の機会を与えることは、極めて有意義な
ロータリークラブでは、会員の職業倫理を高める「職業奉仕」そし

ことだといえるではないでしょうか。

てそこから広がる「社会奉仕」
「国際親善」を目的とし、
「超我の奉
二つには、クラブで社会奉仕をする原資は何かということです。
ご承知のように、その原資は、スマイルによる特別会計です。スマ

仕」
「もっともよく奉仕する者最も多く報いられる」を標語として
定めています。

イルは各会員が何か良いことがあった時などに、ポケットマネーを
自発的に出すものですから。その額は知れたものです。

社会奉仕という面においては、ボランチィアなどに参加するという
よりも、環境保護や社会奉仕に対する金銭的な援助や補助をメイン

このような現状から考えても、クラブとして、団体として社会奉

としているようです。

仕活動を実践しているとは言えないのではないでしょうか。
著名会員には、パナソニックを起こした経営者である松下幸之助
さて、それでは、国際ロータリーで全世界に号令かけてやってい

や伊藤忠商事を発展させた伊藤忠兵衛、イギリス初の女性首相マー

る「ポリオ撲滅運動」はどういう性格のものなのか、これは全体で

ガレット・サッチャーやあのトーマス・エジソンのようなお歴々が

やっているではないかという疑問が生じます。

並んでいます。

これについては、当初から議論がありましたが、
「これは個人の奉
仕が前提で、個人の奉仕をとりまとめたものである。
」と当時の大
久保ガバナーも力説されておられました。

ライオンズクラブとは
ライオンズクラブとは、世界最大の奉仕団体であり、
「ライオンズ」
とは偉大な行為、高い理想といったものを象徴しているんだとか。

ここで、ちょっと変わった話をします。

その頭文字は「Ii ｖ erly intelligence Nations Sate ｌ y( 自由を守り、

「ロータリークラブ」と「ライオンズクラブ」がどう違うのか、こ
の辺を確認してしてみたいとインターネットで確かめたところ、そ

知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる」というスローガンに
なっているそうです。

の中に、どちらのクラブにも会員経験のない人が研究レポートを載
せておりましたので紹介しておきます。

ライオンズクラブは、世界最大の社会奉仕団体「ライオンズクラブ
国際協会」に所属する単位クラブのことをいいます。
。

そもそも「社会奉仕団体」とはまず知っておいていただきたいが、

ライオンズクラブは、ロータリークラブのように社会奉仕活動を職

ロータリークラブ、ライオンズクラブのどちらもが「社会奉仕団体」

域の個人で行うだけでなく、チームワークを発揮して行うことに

であるということです。ではそもそも「社会奉仕団体」とは

よって、有意義に効果を上げるように組織された団体なんだとか。

何をする団体なのでしょうか。社会奉仕をする団体である。
奉仕活動の取り組み方の違い
ざつくり説明してしまえば、ずばり「社会奉仕をする団体」です。

ライオンズクラブが、
奉仕活動を行う時には「我々は奉仕する（We

会員には、地域社会の活動やボランティアなどに進んで参加し、進

serve）
」すなわちクラブ全体でまとまって一つの事業に基金を拠出

んで募金するような「社会奉仕」が求められるわけです。

します。原則として個人個人では奉仕をしません。

また、頻度は参加しているクラブによって変動しますがおよそ 1，
2 週間に 1 度の「例会」と呼ばれる会に参加して、会員同士の親睦

ロータリークラブは , 全員がまとまって行う奉仕活動も沢山ありま

を図るというのも、こうしたクラブの目的のひとつとされています。

すが、基本的には「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。

多くの社会奉仕団体においては、この「人脈つくり」もクラブ入会
の重要な目的であるとされています。

すなわち、
「私は奉仕する（I serve）
」
「自己の責任と判断において、
自分の職業を通して、社会に世界に奉仕しよう」という考え方が基
本になっています。

どんな人が会員なの？
会員となるために必要な役職や業種などは特にないとされています

入会審査の違い

が、ある程度のお金が自由にでき、1 〜 2 週に一度の例会に参加で

筆者は会員でないため実際のところはわかりませんが、入会におけ

きるような立場でなければ参加はできてもその維持は難しいでしょう。

る審査の厳しさが両クラブの違いともいわれています。

そのため、必然的にその地域内の各業種でのトップ企業の代表もし
くは役員の立場にある人が会員となることが多いようですが最近は

たとえばライオンズクラブは中小、零細企業の社長さんも割と簡単

その門戸もかなり広くなっているようです。

に入会されていますが、ロータリークラブの場合は社長として第一
線で働く必要のない規模の会社社長でないと長続きしないそうで

ロータリークラブとライオンズクラブ

す。またどちらも社会貢献に対する知名度や人格が求められるんだ

ロータリークラブとは

とか。

ロータリークラブとは、国際的な社会奉仕連合団体「国際ロータ

■点鐘

リー」のメンバーである単位クラブのことを言います。

編集者

クラブとは「奉仕をするクラブ会員であるロータリアン個人の集ま

−４−

沼田敏雄

