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まで定時に着いて……といった計画だと、寝

坊や交通機関の遅延がなく、すべてが想定通

りの場合のみ、打ち合わせに間に合う事にな

ります。つまり、

　◎朝 5時に必ず起床できること

　◎始発の電車に必ず乗ること

　◎飛行機が天候などで遅延しないこと　　

　◎�飛行場からの経路も渋滞しないこと……

といった依存があり、一つでも予定が狂

えば、重要な会議に遅刻してしまう事に

なります。

　『孫子』ならこのようなスケジュールは、絶

対に立てません。

　前日には現地へ移動し、相手先から一番近

いホテルに前泊する。当日の移動は、徒歩で

取引先まで歩くのみ。

　これなら大雪が降ろうと、台風になろうと

必ず約束の時間に到着できます。それは、前

日に移動のリスクをほぼ解消しているからで

す。

　「大雪なら遅刻も仕方ない」と相手は言うか

もしれませんが、そう言いながらも、こちら

のリスク管理能力を大いに疑うはずです。

　孫子の兵法の基本の考えは、「敵より先に戦

場におもむいて相手を迎え撃てば、余裕をもっ

て戦うことができる。逆に、敵よりおくれて

戦場に到着すれば、苦しい戦いをしいられる」

という事に集約されています。

　では、「依存を排除して磐石さに変える五つ

の方法」とは、何でしょうか？

歌 唱

ロータリーマイロータリー

(平木　邦昭�会長 )会 長 挨 拶

　最初に、おめでたい報告を致します。

　当熊本東クラブの会員であります西上会員

が、先日叙勲を受けられました。

　日本政府主導で、半導体最大手の台湾企業

（TSMC）とソニーグループが共同で、熊本県

菊陽町に半導体生産の新工場を建設する方向

で検討しているとの事です。蒲島知事は、「世

界最先端の半導体が熊本で生産されれば、日

本の経済の安全保障にも大きく貢献する」と

述べられたそうですが、本当にもろ手を挙げ

て喜んでよい事業なのでしょうか？　慎重に

進めるべきではないかとの声も上がっていま

す。会員のみなさまは、どう思われますか？

　さて、本日の「孫子の提言」第 11 弾は、�

" 遅刻のリスクがあるなら前泊して事に臨む "

についてお話します。

　『孫子』は、「もろさ＝依存」の排除ついて、

五つの方法を説いています。

　「遠方への出張に、絶対に遅刻しない方法を

教えて下さい」と言われたら、みなさんなら、

どのように答えますか？

　重要な会議のため、電車や飛行機を乗り継

いで遠方に出張するとします。

　朝 5時に起床。始発の電車に乗り、飛行場�
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　孫子は、依存排除について、次の五つの方法

を述べています。

①万一の場合に別案を準備しておくこと

　野外のイベントなら、雨が降った場合の会場

を用意しておくことは、万一の別案です。事前

の予測が外れても、目標を達成できるようにす

るためです

②前日までにリスクを限界まで解消しておくこ

と

　遠方への出張の事例では、前日に移動リスク

を解消していました。勝負の前に解消できるリ

スクは消しておくことが重要です。

③目標を複数持ち、並行して追いかけること

　単一の目標にすべてを賭けると、一つの成功

に依存することになります。「難関試験に受かれ

ばバラ色の人生」といった考え方は危険です。

それは、単一の目標への依存は、落胆の多い人

生につながるからです。

④早く着手して、リスクを事前にあぶり出して

おくこと

　プロジェクトのリスク管理の基本は、早く着

手することです。これは、失敗と予想外を、早

めに体験できるからです。ぎりぎりで動き出す

と、失敗を許容することができず、大きなリス

クを負う結果となります。

⑤いくつもの強みを育てておくこと

　ヒット商品が一つだけの会社は、やがて潰れ

ます。どれほどの人気商品でも、時代は移り変

わるからです。

　企業も人も、一つの強みにだけに依存するこ

とは危険です。複数の強みを育てておくことに

よって、新たな次の変化に対応出来、乗り超え

られるのではないでしょうか。

（図解　今すぐ使える！『孫子の兵法』　プレジ

デント社　より引用）

(岡崎　俊憲�幹事 )幹 事 報 告

報告事項（クラブ）
11 月 2 日理事会報告

❶�地区からベトナムへのコロナワクチン募金の

お願いが来ていましたが当クラブは１人、500

円寄付する事になりました。会費で徴収しま

す。

❷�例会のスケジュールを 12 月 1日�クラブフォー

ラムと 12 月 14 日今年の重大ニュースを入れ

替えます。

報告事項（その他のロータリー関係）

〇�新春合同例会のご案内

　日時・令和４年１月７日（金）12：30 ～

　場所・ホテルキャッスル 2Fキャッスルホール

　�登録料・6,000 円＋スマイル 1,000 円

　（会費で徴収）

　�（懇親会はなし。会食なしノンアルコールで乾

杯、帰りに「特製洋中二段重」をお持ち帰り

頂きます。）

〇 �2021―22 年度国際ロータリーゾーン 1A�2，3,

　�第 50 回ロータリー研究会・記念講演会のご案

内が来ております。

　2021 年 12 月 8 日（水）15 時～ 16 時 45 分

　�詳しくは、メールでお送りした案内をご確認

下さい。

〇熊本南RC

　�令和 3 年 11 月 22 日㈪の例会を定款に基づき

取り止め。

〇熊本東RC

　�令和 3 年 11 月 30 日㈫の例会を定款に基づき
取り止め。

〇熊本グリーン RC
　��令和 3 年 11 月 29 日㈪の例会を定款に基づき

取り止め。

【卓上募金】

前回は県ロータリー奨学金 1,206 円でした。

今週は米山奨学金です。

(本田　久士�会員 )������������������出 席 報 告

　 会員数
当日出

席者数

免除者数
欠席者 MU数

修正出

席者数
出席率

（出席者）

今週

（11/9）
39 29

3
74.36%

（3）

前々回

（10/12）
39 33

3
３ 2 35 92.11%

（2）

→出席規定免除者

���11 月���9 日分　（0名）なし

���10 月 12 日分　（1名）緒方
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上田裕子 会員

　先月は欠席致しました。お詫びにスマイルし
ます。　　　　　　　　　　　　　　1,000 円

田中信敏 会員

　西上会員の藍綬褒章受賞を祝して、スマイル
します。おめでとうございます。　　1,000 円

　先週までの金額                     399,000 円
　　本日金額　　　　　　　　       22,000 円
　　累計金額                          421,000 円

������������������年 次 総 会

令和 3年 11 月 9日（火）

★定足数の確認（岡崎俊憲�幹事）

本日の出席率は 74．36％ですので、クラブ細則第

5条（会合）第 4節（総会及び例会は会員総数の

3分の 1をもって定足数とする）により本総会は

成立します。

★議事進行（議長　平木邦昭�会長）

　◆次年度理事役員承認の件

　　�次年度の理事・役員の選出方法は当クラブ

ではクラブ細則第 3条第 1 節により指名委

員会で指名し、それを年次総会で承認する

方法を採用しています。

　　�今回指名される人は次の方々です。・・・全

員異議なく承認

【役　員】

会　　長 　藤　田　傳　次

直前会長 　平　木　邦　昭

会長エレクト 　西　上　佳　孝

副 会 長 　古　閑　謙　二

幹　　事 　古　﨑　正　倫

会　　計 　村　上　暢　敏

【理　事】

　　　　　野　上　　　武

　　　　 　（クラブ管理運営委員長）

委 員 会 報 告

公共イメージ委員会　泉　知宏�会員より

　　　　ロータリーの友の 11 月号の内容紹介

平木邦昭 会長

　本日は、年次総会です。みなさま、よろしく
お願い致します。

1,000 円

西上佳孝 会員

　私事ではありますが先週発表された秋の叙勲
で藍綬褒章をいただきました。日頃より皆様か
らのご支援のおかげです。ロータリーで学んだ

「入りて学び出て奉仕せよ」の方針でしっかり
職業奉仕に頑張りたいと思います。ありがとう
ございました。　　　　　　　　　 10,000 円

野上　武 会員

　年次総会を祝しスマイルします。　1,000 円

與縄　董 会員

　西上会員の平素の社会貢献が認められて、こ
の度藍綬褒章を受賞されてお目出とうございま
す。今後の益々のご活躍を期待します。

5,000 円

髙島和利 会員

　先日まで菊南病院に入院しておりました。今
回は、左手が動かなくなり、大変厳しいリハビ
リとなりました。自分一人では、ベッドから起
き上がることもできない惨めな状況でした。毎
日２回のリハビリでは、痛さのあまり大きな声
が出てしまったり、身体が跳ねてしまったりで
した。今日現在は、見た目は普通の状態まで来
ました。主治医の室原ドクターに感謝して、ス
マイルします。　　　　　　　　　　1,000 円

小川裕士 会員

　西上会員の叙勲をお祝い申し上げます。おめ
でとうございます。　　　　　　　　1,000 円

古﨑正倫 会員

　先週の例会は所用のため欠席させて頂きまし
た。永瀬会員に司会を代行して頂き、誠にあり
がとうございました。　　　　　　　1,000 円

次期理事役員人事
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今日のメニュー

洋　食

　❖❖❖❖卓話スケジュール❖❖❖❖

11 月 16 日 　「会員増強クラブフォーラム」

11 月 23 日　祝日休会

11 月 30 日　規約休会

12 月   7 日　「今年の 10 大ニュース」

12 月 14 日　クラブ・フォーラム
　　　　　　「年忘れ家族会について」

12 月 21 日　「年忘れ家族会」
　　　　　　 （18：00 ～ ホ テ ル キ ャ ッ ス ル に

例会変更）

12 月 28 日　規約休会

　　　　　田　中　俊　憲

　　　　 　（公共イメージ委員長）

　　　　　下　川　　　寛

　　　　 　（会員増強・会員維持委員会）

　　　　　西　上　佳　孝

　　　　 　（奉仕プロジェクト委員長）

　　　　　松　本　孝一郎

　　　　 　（青少年奉仕委員長）

　　　　　浦　田　剛　斎

　　　　 　（ロータリー財団委員長）

　　　　　坂　本　公　貴　　 永　瀬　邦　治

　　　　　岡　崎　俊　憲　　 遠　山　慈　水

　　　　　野　間　四　郎　 　榎　　　主　税

　　　　　村　上　圭一郎　 　守　谷　光　弘

　また、次期 S．A．A．はクラブ細則第 3条第

6節により�選挙された理事及び役員にて構成さ

れる次年度理事会を、総会後 1週間以内に開き

選任することになっております。

★発表者（藤田傳次�次年度会長）

　次年度「会場監督」（S.A.A.）選任の件

　�次年度の会場監督（S.A.A.）の選出につきまし

ては、クラブ細則第 3条第 6 節により「年次

総会」にて選挙された次年度理事会を組織し、

「年次総会」より 1週間以内に選出しなければ

ならないとあります。それにのっとり次年度

理事会を開催致します。

＜例会の外で次年度理事会開催＞

　次年度理事会の結果、

　　　＊�「次年度�会場監督（S．A．A．）」に指

名される人は陣内裕規会員です。・・・

全員異議なく承認

会場監督（S.A.A.）の選任

年次総会


