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ＲＩテーマ  

心の中を見つめよう 博愛を拡げるために 
Reach Within to Embrace Humanity 

 

2011-2012 度 国際ロータリー会長 

カルヤン・バネルジー（インド） 

 

四つのテスト－言行はこれに照らしてから－ 
① 真実かどうか   ③  好意と友情を深めるか 

② みんなに公平か   ④  みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー第２７２０地区            2011-2012ＲＩテーマ 

 会長/堀川貴史  幹事/野口泰則 

クラブ広報委員長/馬場大介 

 

 第8回 例会記録(通算第2493回) 

 平成23（2011）年9月5日 

今日の例会 
1. 今日の歌 

2. 来訪者紹介 

3. 会長･幹事・各委員会報告 

4. 外部卓話  

生と死を考える会 会長 宮本康志様 

今月･来月の行事 
●9/12(月)13：40～定例理事会 

＠熊日倶楽部 
●9/18(日)13：00～地区職業奉
仕ｾﾐﾅｰ＠熊日倶楽部 

(堀川･石田) 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

 

来訪者紹介（浅山弘康君） 

卓話者みずあかり実行委員長  石原靖也様 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

いよいよ 9月に入りました。今年度も 3ヶ月目を迎えており

ます。私自身、9 月 3 日に誕生日を迎えました。後ほどお祝

いをしていただきますが･･･。私と同じ誕生日の方が、あと 1

名いらっしゃいます。井上雅文会員です。有名人にはドラえ

もんがいます。私は 1964年 9月 3日、井上さんは 1968年 9

月 3日、ドラえもんは 2112年 9月 3日が誕生日です。ドラえ

もんは誕生日をはじめ体重など、ドラえもんのデータに 1, 2, 

9, 3 という共通の数字の組み合わせがあります。 

身長…129.3cm  体重…129.3kg  ウエスト…129.3cm  

バスト…129.3cm  ヒップ…129.3cm  頭周り…129.3cm  

足の長さ…129.3mm   

ネズミに驚いて飛び上がる高さ…129.3cm  

ネズミに驚いて逃げる速さ…時速 129.3km  

実はこの数字、連載当時ドラえもんの連載の対象が小学 4

年生だったことから、のび太を小学 4 年生に設定しドラえもん

を見下ろさない身長に設定するということからきてるらしいで

す。その当時の小学 4年生の平均身長が 129.3cmだったそう

です。 

 また、私は乙女座です。ほとんどの会員の方が本日お祝い

をお受けになると思いますが、私と井上さんのほか、田邊さん、

前田さん、丸山さんといったところが乙女座です。いかがでし

ょうか？ 

ある情報によれば、「乙女座の人は、映画を見ても、新聞

小説を読んでも、途中からではがまんできません。本を読ん

でも最初から終わりまでくまなく読み通し、仕事をしても、始

めと終わりのけじめをきちんとつけないと気がすみません。秩

序を重んじ、職務上では抜群の奉仕力を示します。人の心

は誠実に受け、正確に伝えます。善悪、正邪に対しては、鋭

い判断力を持っています。」とあります。 

乙女座の人が、職業・金銭の面で幸運を勝ち取るのは、３

２歳、４１歳、４７歳、５０歳、５９歳のときです。逆に、失敗しや

すい運の悪い年は、２４歳、２７歳、３６歳、４５歳、６０歳のとき

です。ちなみに、私は今年４７歳で最高の年です。先述の通

り、秩序を重んじ、抜群の奉仕力を示し、人の心を誠実に受

け、正確に伝え、さらに、善悪、正邪に対しては、鋭い批判

力を持っていると言われている乙女座で、しかも、ドラえもん

と井上さんと同じ誕生日の人間です。 

そんな私が現在、熊本单ＲＣの会長をさせていただいて

おります。クラブの抱える様々な諸問題がございますが、幸

運な年回りの私を中心とした、誇り高き今年度の理事会メン

バーで、「ロータリーの綱領」あるいは「４つのテスト」に基づ

いて、すべて責任を持って解決してまいります。それだけの

思いで毎回の理事会は行っていきます。（新世代のための

月間を迎えた今、昨今、取沙汰されております、中学生のバ

ドミントン大会についての問題も同様に、一旦私どもがお預

りいたしまして、議論を重ね、年内には、クラブとして、結論を

出していきます。）会員の皆様方におかれましては、理事会

の決定に対しての、多大なるご理解と、御協力を賜りますよう、

あらためてお願い申し上げます。以上会長報告を終ります。 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1331559126
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幹事報告（野口泰則君） 

1. 木村初地区補助金委員長（西单 RC）より、R 財団「地区

補助金」利用申請ついて 

クラブ内の社会奉仕委員会、国際奉仕委員会等の活動の中

で、地区の補助金を利用して活動すれば活動資金の半額を、

またクラブ資金と同額程度の地区補助金の援助を受けること

ができ、さらに大きな奉仕活動が行えます。地区補助金は人

道的条件を満たすことが必要です。平均的にはプログラム1件

あたり200,000円程度の分配予定です。 

＊人道的プログラムとは、恵まれない人々や、障害者、施設等

に対するプログラムが対象です。（健常者のスポーツ大会支

援や通常の文化的、社会的奉仕プログラムは該当致しませ

ん。 

 

2. 熊本中央 RC より、第3回チャリティコンペのご案内 

11月4日（金）グランドチャンピオンゴルフクラブ 

詳細・申し込み受付は後日ご連絡致します。 

 

3. ロータリーの友事務所より、ロータリーの友英語版の申し

込み受付 

＊ご興味のある方は事務局まで 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RＣ～月見例会のため時間・場所変更 

[変更前] ９月１４日（水）１２:３０～ 

[変更後] ９月１４日（水）１８:３０～ 

[会 場] 城見櫓 

○平成 RＣ～新入会員歓迎会のため時間・場所変更 

[変更前] ９月１４日（水）１２:３０～ 

[変更後] ９月１０日（土）未定 

[会 場] 未定 

○東单ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ９月２１日（水）１２：３０～ 

[会 場] 熊本ホテルキャッスル 

○西单ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ９月２２日（木）１２：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

○西稜ＲＣ～親睦例会のため場所変更 

[日 時] ９月２６日（月）１８：３０～ 

[会 場] 日本料理 おく村 

○水前寺公園 RＣ～清掃例会のため時間・場所変更 

[変更前] ９月２８日（水）１８:３０～ 

[変更後] １０月２日（日） 

[会 場] 江津湖 

○平成 RＣ～観月例会のため時間・場所変更 

[変更前] ９月２８日（水）１２:３０～ 

[変更後] ９月２８日（水）１８:３０～ 

[会 場] 未定 

 

 

サインメーキャップ情報 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会 （丸山浩之君） 

会員誕生祝・結婚祝 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

田邉信一 君 9.01  三角雄介 君 9.06 

堀川貴史 君 9.03  古財良一 君 9.10 

井上雅文 君 9.03  中川順一 君 9.13 

丸山浩之 君 9.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（8/22） 

修正出席率 

６０名 ４３名 75.44％ ８２．７６％ 

出席規定適用免除者 ９名 欠席記録免除者 ０名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

月 日 曜日 時間 RC 場所 

9 12 月 18:00～ 西稜 ホ テ ル 日 航 熊 本 

 
14 水 12:00～ 

平成 全日空ホテルニュースカイ 

 水前寺 メルパルク熊本 

 15 木 18:00～ 熊本北 熊本ホテルキャッスル 

 20 火 12:00～ 熊本西 全日空ホテルニュースカイ 

 21. 水 12:00～ 東南 熊本ホテルキャッスル 

 22 木 12:00～ 西南 全日空ホテルニュースカイ 

 
26 月 

12:00～ 城東 熊本ホテルキャッスル 

 18:00～ 西稜 ホ テ ル 日 航 熊 本 

 
28 水 

12:00～ 平成 全日空ホテルニュースカイ 

 18:00～ 水前寺 メルパルク熊本 
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ゴルフ愛好会コンペ 

日時 ９月１１日（日）８：３０集合 

場所 チサンカントリークラブ御船 

＊ 協賛景品（商品）を募集中で

す。ご協力をよろしくお願い

致します 

 

 

●世界社会奉仕委員会  

古切手・・・渕田俊郎会員・田邉信一会員 

エコキャップ・・・河口義弘会員 

ありがとうございました。 

 

●パストガバナー報告 （寿崎肇君） 

RI第2720地区 第27回インターアクト年次大会報告 

20112年度テーマ「“愛”今わたしたちにできること」 
2011年7月30・31日＠湯布院自然の家 提唱 RC は別府 RC。イ

ンターアクトは12～18歳まで（2010年から14～18歳が12～に変更）
の青尐年のための国際ロータリーの奉仕クラブです。インターアクト
クラブに支援や指導をするため RC が提唱し、結成されますが、運
営面では自立しています。インターアクトクラブは尐なくとも2つの奉
仕活動を行います。地域社会での奉仕活動と国際理解と親善を推
進するプログラムです。奉仕活動はインターアクターの真髄です。
奉仕活動を行うことでインターアクトは次のような大切なことを学び
ます。 
① 指導力と人間としての高潔さ。 
② 他者を助け、他者を尊重すること。 
③ 個人の責任と懸命に努力することの価値。 
④ 国際理解と親善を推進すること。 

ホスト校の別府商業インターアクトの司会進行は、この大会をスム
ーズに進行させ素晴らしいものでした。また提唱 RC の別府 RC の
皆様の飛び回る姿など、普段のご指導の良さも見させて頂きました。
来年はローターアクト全国大会が2720地区で行われます。熊本单
RC 堀川会長は長い間地区のローターアクト委員長をなさった方で
す。日本中から参加するローターアクトやロータリアンに感動を与え
られるよう奉仕をお願い申し上げます。 
 この度のインターアクト年次大会で記念講演が2つありました。1つ
のテーマは「東日本大震災 災害派遣に参加した41連隊の気仙沼
における活動」と題して41連隊兼別府駐屯司令官の藤岡登志樹氏
のお話と、「スリランカ別府日本語学校」というテーマで学校経営を
なさるスチッタ・グナセカラ氏のお話でした。同氏は別府大学出身
の元米山奨学生です。藤岡41連隊長のお話は昔私どもがよく聞い
た「滅私奉公」の実践です。平和な日本に生まれ育ち個人の自分
が主である私たち日本人に対し、自分を犠牲にして自分を滅して
国民を救う崇高なお話でした。津波の高さが気仙沼で10メートル、
遺体の捜索は沖合30キロまで。史上最大の作戦でした。また市民
に安心してもらうため、自衛隊でしか出来ないことを一心不乱にやり
ました、と。ビデオは気仙沼での津波発生の瞬間から根こそぎにな
った町の姿まで見せて頂きました。食事を40万食作りました。水を
3,000万 t 準備して皆様に喜ばれました。また14か所で15回の演奏
会を行い元気を出してもらいました。自衛隊とは隊員自身の命を捧
げて日本人を護って下さるありがたい組織。子供たちも感動した様
子でした。夜灯りのない真っ暗な生活、雪の日に着の身着のまま、
水がなくお風呂がない不潔な生活。今の日本人の生活は何不自
由もなく、不満も不足もないありがたい生活が出来ておることを感謝
せずにはいられません。この大震災で感謝出来る日本人が生まれ
た。また、思いやりの心の持ち主の日本人が蘇生した。と感せずに
は居られませんでした。この東日本大震災で亡くなられた方々のご
冥福をお祈り申し上げ、町の1日も早い復興を祈らずには居られま
せん。インターアクトの皆さんも同じ気持ちのように受け止めました。 
ありがとうございました。 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君・坂本研一君・古財良一君 

本日の卓話者 石原様のご来訪を歓迎してスマイル致し

ます。卓話を楽しみにしております。 

○浅山弘康君・三角雄介君 

お忙しい中、卓話ありがとうございます。お礼のスマイルで

す。 

○渕田俊郎君・今村浩昭君 

秋の気配が近づいてきた 9 月。石原様の来訪を歓迎致し

ます。皆様の秋が実り多きものとなりますように。 

○齊藤直信君 

卓話の石原靖也君のご来訪を歓迎します。 

○後藤博君  

石原靖也様の卓話を楽しみにしております、が、ＪＣ時代

大変お世話しましたし、熊本单ＲＣではお父さんのお世話

をしました。石原さんには是非熊本单ＲＣに入会され、ま

た私がお世話したいと思います。お待ちしています。 

○塚本侃君 

本日の卓話者 石原靖也様に心から感謝致します。 

○漆島典和君 

本日の卓話者 石原さんのご来訪を歓迎致します。来月

からのご入会を心よりお待ちいたしております。 

○工藤青史君 

石原さん、本日の卓話ありがとうございます。 

○髙宮宏君 

本日の卓話者 石原靖也さんのご来訪を心より歓迎致し

ます。お話を楽しみにしてます。また１８日のボシタ祭り、

当然参加されるでしょう。甥の現社長が担当年度ですね。 

○丸山浩之君 Ⅱ 

本日の卓話者の石原さまの来訪を心より歓迎致します。

卓話を楽しみにしております。 

先週の月曜日８/２９に待望の長男 浩士郎（こうしろう）が

誕生しました。これから益々仕事にまたロータリアンとして

頑張ってまいります。先輩方のご指導をよろしくお願い致

します。 

○田川憲生君 

我が友、石原靖也さんのお話を楽しみにしています。 

○寿崎肇君 

スポンサークラブのない５ＲＣが湯布院で合同例会を致し

ました。大阪金剛ＲＣ，阿波徳島ＲＣ、阿单中央ＲＣ、宇城

ＲＣ、湯布院ＲＣの合同例会が開催されました。毎年合同

例会があり、私は来賓でした。皆さんお元気な方ばかりで

した。宇城ＲＣがホストでした。感謝してスマイルさせて頂

きます。ありがとうございました。 

○赤澤剛君 

本日ベンツのスーパーカーＳＬＳガロウィングに乗って来ま

した。１４時まで正面に停めています。是非見て下さい。こ

ういう車を売らせて頂くことに感謝してスマイルします。 
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○永井富士雄君 

髙宮様の快気祝い、心よりお喜び申し上げます。 

○吉本栄一君 

本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルで

す。 

○木村弘訓君・野田三郎君 

今日は１時３０分より西法人会の臨時総会のため早退致し

ます。お詫びのスマイルです。 

☆誕生祝スマイル 

田邉信一君・堀川貴史君・井上雅文君・丸山浩之君 

☆結婚記念日スマイル 

三角雄介君・古財良一君・中川順一君 

 

 

本日の合計 58,000 

今年度の累計 330,000 

 

 

 

 

●本日の卓話  

 

みずあかり実行委員長  

石原靖也様 

｢一隅を照らす市民力｣ 

 

資料が必要な方は事務局まで 

ご連絡下さい 

 

 

 

第８回 熊本暮らし人祭り みずあかり 

平成２３年１０月８日(土) 午後６時 ～ 午後１０時まで 

                神事・献灯式 午後６時３０分  

平成２３年１０月９日(日) 午後６時 ～ 午後 ９時まで 

  

開催予定場所： ・花畑公園（メイン会場）～桜町周辺歩道 

・シンボルロード（崇城大学市民ﾎｰﾙ前）    

・熊本城長塀前～坪井川 

・熊本城行幸坂 

・熊本城 城彩苑 

・熊本城頬当御門 

・熊本城須戸口門 

・清正公前 

・国際交流会館前 

・熊本城笹園（奈良 燈花会 招待開催） 

  

≪関連開催場所≫ ・熊本城加藤神社 

・熊本大神宮 

・上之裏通り（上通り） 

・高橋公園（夢あかりライブ） 
 

http://mizuakari.net/pc/index.html 

 

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

○熊本单ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：９月１５日（木）１９：３０～ 

場所：浜田ビル 

内容：ＲＣ卓話 

  

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）  

日時：９月２１日(水) １６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生徒

の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です 

 

 

 

 

 

【例会予定】    

 

９月１９日（月） 祝日のため休会 

 

９月２６日（月） 観月例会（夜例会）１８：３０～ 

時間が変更になります。ご注意下さい。 

   

１０月３日（月） 会員卓話 杉田辰彦会員 

  「職業奉仕月間にあたって」 

 

１０月１０日（月） 祝日のため休会 

 

１０月１７日（月） ガバナー公式訪問 

   

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1331559126
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8puBV19Ot5MA2K2DTwx.;_ylu=X3oDMTBtaGJoYTRkBHNlYwNxc3Mtc3BlbGwEc2xrA3N1Z2c-/SIG=16a7dm0et/EXP=1314971969/**http%3A/search.yahoo.co.jp/search%3Fp=%25E5%25A5%2588%25E8%2589%25AF%2520%25E7%2587%2588%25E8%258A%25B1%25E4%25BC%259A%26sp=1%26tid=top_ga1_sa%26ei=UTF-8%26fr=top_ga1_sa%26SpellState=
http://www.yumeakarilive.jp/
http://mizuakari.net/pc/index.html

