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【来訪者紹介】  吉永会長 

  

○熊本西南 RC   平野 健一様 

 今日は杉谷元 RI 理事様の御霊前へお線香を 

あげに行ってまいりました。実は 2007～2008 

年度の杉谷さんのガバナー補佐を努めたのが 

鍛冶屋さん、合志さん、我々３人であります。 

思い起こせば懐かしい思い出がたくさんあります。 

本日はよろしくお願いします。 

 

○肥後大津 RC   合志 文夫様 

杉谷さんのお墓にお参りしてから 

この例会に参加させてもらいます。 

 

○佐伯マリン RC  鍛冶屋孝明様 

杉谷さんからいただいたこのご縁を大事にし、 

玉名 RC のみなさんとますますの 

交流をさせてもらえればと思います。 
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【会長の時間】 吉永会長 

今日はガバナー月信からの話です。 

先月末からガバナー公式訪問が始まりました。 

公式訪問では各クラブの会長・幹事さん 

（次年度の会長・幹事も）と話しをし、今まで 

クラブの問題点や様々なロータリーの話題について 

お話をしたいと考えています。 

またガバナーアドレスでは RIの動きについて 

皆さんにご報告するつもりです。 

 

今年度ガバナーアドレスに５つの話題を用意しています。  

会長・幹事懇談会で興味のある話題を一つ選んでいただき、 

そのテーマについてお話をしたいと思っています。話題は以下の通りです。   

 

①歴史に学ぶ職業奉仕の原点とこれからのロータリー   

②ロータリーの原点と戦略計画   

③公共イメージ向上のためのクラブ戦略計画   

④CLP によるクラブ活性化とクラブ運営   

⑤「入り学び、出でて奉仕せよ」 

   

そして８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」となっています。昨年度 5 月に新クラブ 

「2720 Japan O.K. Rotary E club」が設立されました。 

そして地区の活性化はクラブの活性化なしには絶対に到達できないものであることは間違いありません。 

  RI 戦略計画では３つの優先項目を策定しています。その最初が、「クラブのサポートと強化」 です。 

 

公式訪問 でもお願いすると思いますが、まずクラブ内に「クラブ戦略計画委員会」を作ってください。  

会長・会長エレクト・会長ノミニーとクラブ幹事またはクラブ役員・シニアリーダーも加えてもいいでし

ょう。そして先ずは委員会を開いてクラブの 3年後の姿を決めてください。「3年後 何名のクラブにしよ

う」と 決め、次は短期目標です。「３年間で何名なら今年度は何名増強」と。 

 

そして入会しそうな人がいたら、ロータリーについて説明しましょう。ロータリーの公共イメージを向上

させている大きなプロジェクトを使ってください。ポリオ・プラスでも良いし、発展途上国に対する支援

プロジェクト、最近の例では東日本大震災や熊本大分地震では、多くの被災者支援が行われ、人道的被災

者支援は今でも行っています。 

また例会においては、親睦と職業倫理の学びが行われています。こう説明すれば入会希望とはならなくて 

も「一度見に行こう」くらいは思ってくれるはずです。 

こうして、戦略計画委員会で会員増強の具体的方法を決定していきます。私たち皆でクラブを活性化する

道を探し、共に歩むことで、クラブも地区もますます活性化するに相違ありません。 

クラブ公式訪問で、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。 

 



 

【幹事報告】渡邉幹事 

○熊本東南 RC 例会変更のお知らせが来ています。 

   日時  ８月２６日（土）・・・日帰り親睦家族例会（人吉） 

○9/4 熊本グリーン RC 

   9/5 熊本東 RC      9/7（木）12：30～ 合同ガバナー公式訪問に変更 

   9/6 熊本東南 RC     ホテルキャッスル地下「クリスタルホール」 

○熊本菊南 RC より例会変更並びに取り止めのお知らせが来ています。 

日時  ９月１３日（水）⇒１５（金）ガバナー公式訪問 

              １３:００～火の国ハイツ 

     ９月２０日（水）祭日週により休会 

○荒尾 RC より例会変更のお知らせが来ています。 

  日時  ９月２０日（水）１２:３０～ 

場所  ホテルブランカ→ ホテルヴェルデ 

 

○「バンコクスロウォンの放置自転車贈呈プログラム」に対して、＄1,546（￥170,060）の地区補助金 

承認連絡書が届いております。これによりこのプロジェクトが進行することと思われます。 

 

○玉名市青少年育成市民会議より、平成２９年度玉名市青少年育成市民会議賛助金の 

 納入のお願いが来ています。（賛助金の納入につきましては、一口 10,000 円を 

目処にいたします。） 

 

回覧 

○宇佐 RC より「創立５０周年記念式典」が来ていましたので回覧します。 

○ロータリーアクトより「７月第 1 例会」が来ていましたので回覧します。 

○第１０回 玉名市人権教育研究大会のお知らせが来ています。 

   日時  ８月１９日（土）９:１０～ 

場所  全大会・・・玉名市民会館大ホール 

       分科会・・・有明中学校・玉名中学校 

 

 

【スマイル報告】河田委員長 

   吉永会長・渡邉幹事・・・合志様（肥後大津ＲＣ）、平野様（熊本西南 RC）、 

鍛冶屋様（佐伯マリーン RC）のご来訪心から歓迎致します。 

               牧野様の卓話、ありがとうございます。 

 

   高木幸さん・・・玉名歴史博物館こころピア館長牧野吉秀氏のご来訪を歓迎します。 

本日の卓話よろしくお願いいたします。誕生日祝い有難うございました。満 65 歳と

なり先週年金の手続きをいたしました。8 月 7 日に司ボウル玉名公認ゲーム 3 回目の

パーフェクト 300 点達成しました。本日は午後 2 時より葬儀式のため早退します。 

   高野孝さん・・・・牧野博物館長を歓迎いたします。佐伯マリン RC 鍛冶屋様・熊本西南 RC 平野様 



小関さん・・・ 肥後大津 RC 合志様のご来訪心から歓迎します。  

   千蔵さん・・・鍛冶屋様・平野様・合志様のご来訪心から歓迎します。  

   村上さん・・・玉名博物館牧野館長の卓話ありがとうございます。興味津々楽しみにしています。            

          ご来訪の鍛冶屋様・平野様・合志様のご来訪歓迎致します。 

   渡邉知さん・・ロータリアンの皆様ご来訪心から歓迎致します。牧野こころピア館長の様の卓話、 

ありがとうございます。暑い日が続きます、健康に注意しましょう。 

   田中さん・・・鍛冶屋様・平野様・合志様のご来訪歓迎致します。 

   松﨑さん・・・平野様・合志様・鍛冶屋様のご来訪心から歓迎致します。 

杉谷さん・・・  牧野様の卓話、ありがとうございます。 

   鶴田さん・・・佐伯マリン RC 鍛冶屋様・熊本西南 RC 平野様・肥後大津 RC 合志様のご来訪、 

          心から歓迎致します。牧野吉秀様の卓話ありがとうございます。 

   山田司さん・吉岡さん・吉田さん・・・・鍛冶屋様・平野様・合志様のご来訪心から歓迎致します。 

山田邦さん・堀本さん        牧野吉秀様の卓話、ありがとうございます。                    

   小篠さん・田原さん・中嶋さん・田畑さん・・・佐伯マリン RC 鍛冶屋様・熊本西南 RC 平野様・肥後

大津 RC 合志様のご来訪心から歓迎致します。 

玉名歴史博物館館長牧野様の卓話、ありがとうございます。 

   本田さん・・・本日は仕事の都合で早退します。   

 

                         前回までの累計 ￥６６，０００ 

 今     回 ￥２９，０００  

合     計 ￥９５，０００ 

 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
日
の
出
席 

会員数 ４９（４４）名 

欠
席
者 

深見 嫩 浜田 廣田 井上 川上 

古賀 宮本 村田 前島 野田  

小山 瀧川 浦田 上村 上田継 

山口 山村 志賀 
出席数   ２５名    

出席率 ５６．８２％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 ２８名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

井上 

修正出席数 ２９名 

修正出席率 ６４．４４％ 

出席規定適用免除者         ８名 



【今後のプログラム予定】 

ガバナー補佐訪問 クラブ協議会（ガバナー公式訪問準備） 

 

 

 

【卓話】  玉名歴史博物館こころピア  

       牧野吉秀館長 

歴史博物館の牧野でございます。 

本日は貴重なお時間をいただき 

ありがとうございます。 

高木幸照委員長と打ち合わせさせてもらい、 

こんな玉名の宝物があるということ、 

また玉名の歴史と人々について今回は 

玉名 RC の皆さんにあらためて知って 

いただきたいと思い講話させて頂きます。 

【 玉名市歴史博物館こころピア 】 

先日、玉名の各小学校先生が集まって 

講話をさせていただきました。 

こんな話をさせてもらいました。皆さんはそれぞれの学校の校章の花は何かご存知ですか？玉名市には 

２１の小学校があります。うち１８の小学校が桜の花です。小天と小天東の２校がみかんの花、１校で 

ある梅林小が梅です。校章の他に校歌にも注目してください。校歌の歌詞の中にある地名であったり歴史

的なことがらを頭の中に入れておいてください。そして未来を支えていく子供たちに教えてください。 

そうお伝えしました。 

 

九州王国という雑誌があります。それに玉名歴史博物館の 

記事が２ページで掲載されました。「川と寄り添う玉名の 

歴史を学ぶ」とタイトルがあります。玉名には阿蘇の 

外輪山を源流とし、菊池・山鹿を経由し有明海に流れる 

「菊池川」があります。 

熊本県内には、白川・緑川・球磨川と４大河川があります。 

その中で一番流れが緩やかで、モノ物資や人々を運ぶための 

水運に適していたのが菊池川でした。 

この菊池川流域にて二千年にわたる米作りの文化とその 

記憶が今年４月の日本遺産の認定を受けました。 

これを受けて行政では様々な企画がなされています。 

 

こころピアの「ピア」とは架け橋って意味があります。 

博物館は人とモノと心を架け橋としてつなげていきたい、 

そんな施設でありたいという想いがあります。 

 

 



  博物館には多くの玉名の宝である展示品を所有しております。 

① 木下順二         伊倉の木下家 黒髪の木下家の資料 木下家の人々 

http://yumeko2.otemo-yan.net/e380263.html 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1574.html 

 

② 同田貫（郷土の刀）    刀剣乱舞  

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/457/5706.html 

 

③ 西南戦争         錦絵 134点 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/182.html 

 

④ 安成家          山本五十六軍事郵便 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1045.html 

 

⑤ 金栗四三        日記、写真 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/112/2193.html 

http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/preview.html?i=09839 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 植田いつこ（皇后専属デザイナー）皇后のお洋服 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/112/2198.html 

http://www.dailymotion.com/video/x1yg9g9 

 

⑦ 高瀬蔵 猿渡家      猿渡家の生活道具 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/470/1555.html 

 

⑧ 川本末雄         元玉名出身の日本画 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/152.html 

 

⑨ 山田 田代順七      洋画 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E9%A0%86%E4%B8%83 

 

⑩ 高瀬 赤星亮衛      絵本の原画、挿絵画 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/142.html 

 

 

http://yumeko2.otemo-yan.net/e380263.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1574.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/457/5706.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/182.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1045.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/112/2193.html
http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/preview.html?i=09839
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/112/2198.html
http://www.dailymotion.com/video/x1yg9g9
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/470/1555.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/152.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E9%A0%86%E4%B8%83
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/465/142.html


⑪ 梅林 松村大成      肥後の勤皇書、手紙 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1572.html 

 

⑫ 富尾 西依成斎      奇骨の書 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/466/1608.html 

 

⑬ 高道の豪潮 肥後の高僧  民具、考古資料、絵画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川本末雄「うみねこの浜」               田代順七「びわ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤星亮衛「こどものくに」          赤星亮衛「小さなトムトム」 

 

 

 

玉名歴史博物館はこれからも玉名にこだわった展示を、足元を見つめる活動を 

していきます。菊池川流域が日本遺産に認定されました。大河ドラマで金栗四三 

さんが主役で決定しました。玉名歴史博物館は NHKさんとの情報提供等連携を 

密にして今後も取り組んでいきます。 

http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/472/1572.html
http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/466/1608.html

