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第５６８回例会 平成２１年５月１４日(木) プログラム「外部卓話 山田愛月様」
前回第５６７回例会[5 月 7 日（木）]の報告
於：東急イン
【会長アドレス】会長 右田省二
「ドラッカー３６５の金言」を紹介します。ドラッカー先生が自分の著書 47 冊のエキスをまとめたものとい
われています。内容はリーダーへのメッセージで、タイトルにもありますとおり、1 日 1 篇の小論文を 365 日
わたり書いたものです。今日は 5 月 7 日ですので、この日の分を読んでみます。
5 月 7 日「組織社会となる知識社会」専門化した知識は単独では何も生み出さない。ポスト資本主義社会は、
知識社会であるとともに組織社会である。この二つの社会は相互依存関係にありながら、コンセプト、世界観、
価値観において異質である。専門化した知識は、それ単独では何も生み出さない。仕事に使われて、はじめて
生産的な存在となる。ここにこそ知識社会が組織社会になる原因がある。組織の機能は、共有する目的のもと
に、専門化した知識を統合することにある。知識労働者が成果をあげるうえで必要とする継続性をもたらして
くれるものは組織だけである。知識人は組織を道具として見る。組織のおかげで、彼らは専門化された知識を
生かすことができる。他方、マネジメントは知識を道具として見る。いずれも正しい。両者は対照的である。
しかし、対立ではなく対極の関係にある。両者が両立するとき、創造と秩序、自己実現と使命達成が可能とな
る。難しい内容に思えますが、博士が何を言いたいかというと、
「知識労働者は独りぼっちでいたら何も生まれ
ない」と言っています。また、一方で、組織の事業目的の下、専門化した知識を統合することにより、その組
織労働者の持つ専門化した知識を、その組織の事業目的に沿って統合化することが組織の役割であると言って
ます。成果をあげるうえで必要とする継続性をもたらしてくれるものは組織だけである。つまり、一人でいて
も何も生まれないけれども、組織の中で働くことによって仕事の継続性、知識の継続性も含めて、さらに成果
をあげることができるのが組織だということです。それに、創造と自己実現は、知識労働者にとっての喜びの
世界であり、さらに秩序と目的の達成が組織にとっての喜びとなる。と解説されています。
ロータリーの組織も皆さんの喜びと両立できる存在であることを強調して終わります。
③ 串良ＲＣ創立 40 周年式典出席へのお礼状が届い
【会務報告】幹事 国師博久
ています。
① ロータリーの友、ガバナー月信をお取り下さい。
② 市内ＲＣ次年度会長・幹事会が 6/4(木)18：00～
新旧会長・幹事会が同日 18：30～山形屋にて行
われます。
【ゲスト】（卓話者）ピエール・トス様
クレイグ・イングリッシュ様
2009 年米山奨学生 プルナマワティさん（右写真）
（国籍：インドネシア 鹿児島大学人文社会科学研究科博士課程
３年在籍 1972 年 4 月 3 日生れ 36 歳）
【ロータリー財団寄付目標達成者】5/7 永田優治君
《次回（第 569 回）例会のお知らせ》
【米山記念奨学会寄付】5/7 高良次男君・森山隆治君
日 時：Ｈ21 年 5 月 21 日（木）
＜会報・広報委員会よりお知らせ＞
クラブＨＰに週報の欄を追加しました。

http://www.ri2730.org/southern/index.html

12：30～13：30
場 所：東急イン２Ｆ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：地区協議会報告

【プログラム】外部卓話 鹿児島県南薩教育事務所
外国語助手 ピエール・トス様
「少林カンフー：中国の失われた宝物」
Ｈ16 年の８月から県の教育事務所に勤務し、加世田
高校と加世田常潤高校で授業をしています。
カナダのオンタリオ県のロンドン出身で、イタリア人
とハンガリー人のハーフです。フランス語とイタリア
語で育てられて、英語で教育を受けました。大学で歴
史や英語の文法と文体論やバレエやインドの古典躍
りや写真術や南北の原住民の宗教や政界の宗教の神
秘主義と瞑想や日本と中国の文化と文学を含む広範
囲の学問を修めました。2001 年中国の有名な少林寺
の第４代継承者の大先生のウォン・キュー・キットに
師事し、その時から少林の気功とカンフーと太極拳を
やってきました。
功夫（カンフー）の実演（写真下）、功夫の必要な４
つの諸相や気功のレベルなど語って頂き、最後に皆で
目をつぶり禅（雑念を捨てて心身を統一）を行った。

【ニコニコＢＯＸ】
◆小林千鶴君
主人の誕生日にきれいなお花をいただき、有難うござ
いました。あと、４月は欠席ばかりで申し訳ありませ
んでした。
◆田中応征君
プルさん、１年間ロータリー生活を楽しんで下さい。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。
◆西孝一君
・入会以来 20 年ぐらいはホームクラブ連続出席を思
っておりましたが、来週は京都での公務が入り、例会
欠席します。今まで支えてくれたスタッフ、家族に感
謝のニコニコです。
・先月夏迫さんに診療室兼自宅を私の期待と想像以上
に建物を若返る工事をして頂き、家族、スタッフ一同
感謝しております。夏迫さんとの出会いをくれたロー
タリーに感謝のニコニコです。
◆松田圭治郎君
妻の誕生日にお花を有難うございました。
◆森迫直子君
先月は主人にかわいいお花をいただきました。私はす
っかり忘れていたので、家に帰ってホッと胸をなでお
ろす事でした。有難うございました。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥３５０，０００－》

ロータリーの先駆者＜日本編＞⑤
東ヶ崎 潔（とうがさき きよし）（1895～1992）
日本から出た初のＲＩ会長（1968－69 年度）
。会長時
のテーマは「参加し敢行しよう！（PARTICIPATE！）」
。
1949 年、東京ＲＣに入会。1957―58 年度第 355 地区
ガバナー、1963―64 年度ＲＩ理事。米国サンフランシ
スコ生まれの彼は、戦後、ロータリーの先達者・芝染
太郎氏と同じく、JapanTimes 社長を務めました。国際
基督教大学の創立者の一人でもありま
す。「ジョージ」という名で、世界中の
ロータリアンに親しまれました。
（ロータリージャパンより）
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5 月 15 日（金）
5 月 18 日（月）
5 月 19 日（火）
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5 月 20 日（水）
5 月 20 日（水）
5 月 21 日（木）
5 月 21 日（木）
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ロータリーの先駆者＜日本編＞⑥
向笠 廣次（むかさ ひろじ）（1912～1992）
日本から出た二人目のＲＩ会長（1982－83 年
度）
。国際的にも著名な精神科医でした。テーマ
は「人類はひとつ 世界中に友情の橋をかけよ
う（MANKIND IS ONE Build Bridges of Friendship
Throughout the World）
」。
1982 年、ボカラトン国際協議会で「人類は疑い
もなくひとつの家族です。さあ、皆さん、左右
にいるオジサンやイトコと初対面のあいさつを
してください」と述べたのは有名。1967－68 年
度第 370 地区ガバナー、1978－80
年度ＲＩ理事などを歴任。生まれ
は福岡県の久留米市。大分県・中
津ＲＣ会員。
（ロータリージャパンより）

★例会時間・場所等の変更
ＲＣ

鹿児島ＲＣ
中央ＲＣ
東南ＲＣ
城西ＲＣ
南ＲＣ
西ＲＣ
西南ＲＣ
東ＲＣ
北ＲＣ

プログラム
ゲスト卓話 山田愛月「春の水は東に流れる」
クラブ協議会（地区協議会報告）
地区協議会報告
クラブ協議会（地区協議会報告）
第５回クラブ協議会 新年度委員会別
クラブ協議会（地区協議会報告）
地区協議会報告
クラブ協議会（会長エレクト）
クラブフォーラム（親睦委員会）

例会場
山形屋
山形屋
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
東急イン
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
山形屋
ゆうづき
山形屋
東急ホテル

