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 週 報 

 
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10回 例会記録(通算第2495回) 

 平成23（2011）年9月26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. 会員卓話 杉田辰彦会員 

「職業奉仕月間にあたって」 

 

今月･来月の行事 
●10/17(月)ガバナー公式訪問 
●10/17(月)13：40～ｸﾗﾌﾞ協議会 
●10/26(水)14：30～市域 RC 会
長幹事会＠ｷｬｯｽﾙ 

●10/26(水)18：30～GSE交流会
＠那由多 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

 

来訪者紹介（堀川貴史君） 

熊本单ローターアクトクラブ 

中村祐輔君（熊本泌尿器科病院） 

廣瀬祐樹君・金森雄気君（久峨税理士事務所） 

山田佳澄君・國武勇志君（株式会社西部ガス） 

小野洋平君（株式会社 NTT西日本） 

富永藍香君・倉岡美奈子君（株式会社ツカサ創研） 

前好美君（あいおいニッセイ同和損保） 

水谷一斗君（熊本医療センター付属看護学校） 

村上慶輔君（熊本社会福祉専門学校） 

伊藤宏和君・宮成恵子君（株式会社損害保険ジャパン） 

菊川康大君（株式会社 NTT ドコモ） 

田中美樹君（株式会社ハンズありす） 
 

寿崎奨学生 

周波君（熊本大学）・李元碩君（熊本大学） 

刘中敏君（中九州短期大学）・劉暁婷君（ルーテル学院） 

史キョウリョウ君（崇城大学） 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

本日は、今年度初めての夜間例会となっております。約

30 分間の例会後、観月会の予定です。どうか最後までお付

き合いいただきますようお願い申し上げます。また、ローター

アクト、寿崎奨学生の皆様にも多数参加いただいております。

普段なかなか接点のない会員の皆様方（RC、RAC 共）にお

かれましては、これを機会にお互いの理解が一層深まること

を期待しております。 

「臨時理事会報告」 

熊本西 RCより、9月 1日付けで、「熊本西 RAC会員移籍

について（お願い）」という文書をいただきました。提唱クラフﾞ

として、現在のローターアクト活動を一時休止して、提唱の原

点に立ち返り、新世代育成のあり方などを再検討することと

し（理事会決定）、現在の 4 名の会員に関しては、会員自身

の意思を最大限に尊重し、熊本单RACへの移籍と受入をお

願いしたいとの旨のものでございました。先ほど臨時理事会

を招集させていただき、理事会への報告をさせていただいた

ところでございます。また、本日は、初めて、ローターアクトと

の合同例会になりました。ここまでが理事会報告となります。 

さらには、寿崎奨学生の皆さんも参加いただいております。

ロータリアンとローターアクターと奨学生がお互いに親睦を

深め、今後のそれぞれの活動が今以上に有意義となること

を祈念いたしますし、このような機会を 9 月の新世代月間に

行えた事をとても嬉しく思っております。関係委員会の皆様

に心から感謝申し上げます。 

先々週 9 月 17 日(土)は午後から、ヒロデザイン専門学校

主催、熊本单RC他協賛の高校生によるファッション画コンテ

ストの表彰式が現代美術館にて執り行われました。当クラブ

から、私と原新世代委員長と出席してまいりました。また、翌

18 日(日)には、午後から、パレアにて、地区の職業奉仕セミ

ナーが開催されました。当クラブから、私と石田職業奉仕委

員長と出席してまいりました。双方とも、のちほど報告がある

と思います。以上、会長報告を終ります。 

 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（9/5） 

修正出席率 

６０名 ３９名 72.22％ ９１．２２％ 

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） 
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幹事報告（野口泰則君） 

1. 本田ガバナーより、２０１３～１４年ガバナーノミニー決定

のご連絡 

２０１３～１４年度ガバナーノミニープロフィール 

氏名 赤山 武興（あかやま たけおき） 

所属クラブ 人吉中央 RC 

職業分類 学校法人 

生年月日 １９４０年３月３０日 

最終学歴 中央大学法学部法律学科卒業 

勤務先 （学法）赤山学園 九州技術教育専門学校  

  人吉市駒井田町２１６－１２ 

その他役職 人吉市国際交流協会 会長 

  熊本県国際協会 監事 

  人吉市バレーボール協会 名誉会長 

  熊本県専修学校連合会 理事 

 

2. 本田ガバナーより、２０１３年規定審議会立法案提出に

ついて 

３年に一度手続き要覧を見直す機会として、各クラブと地区

は立法案を提出することが出来ます。クラブからの案件提出は

任意です。 

 

3. 熊本市国際交流会館より、１０月催し物のご案内 

 

4. クラブ協議会、GSE 交流会の出欠回覧 

 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本東 RＣ～親睦例会のため時間・場所変更 

[変更前] １０月４日（火）１２:３０～ 

[変更後] １０月８日（土）１８：３０～ 

[会 場] 廣徳寺 

○‘０５福祉 RＣ～早朝清掃例会のため時間変更 

[変更前] １０月４日（火）１２:３０～ 

[変更後] １０月４日（火）７：００～ 

[会 場] 火の国ハイツ 

○熊本東ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日 時] １０月１１日（火）１２：３０～ 

[会 場] 富士フィルム九州㈱ 

○熊本西 RＣ～夜間例会のため時間変更 

[変更前] １０月１８日（火）１２:３０～ 

[変更後] １０月１８日（火）１８：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

○‘０５福祉 RＣ～ガバナー公式訪問のため時間変更 

[変更前] １０月１８日（火）１２:３０～ 

[変更後] １０月１８日（火）１８：００～ 

[会 場] 火の国ハイツ 

○江单ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日 時] １０月２６日（水）１２：３０～ 

[会 場] 熊本県立ひのくに高等養護学校 

 

 

 

定例理事会報告 ９/１２ 

① 熊本西 RAC から熊本单 RACへの移籍について 

→熊本西 RAC を一旦退会してからの移籍なので、承認

事項ではなく報告事項。 

② 慶弔規定について  

→活動計画書に掲載してある規定の通り 

 

 

委員会報告 

●職業奉仕委員会 （石田隆造君） 

１．山崎地区研修リーダーのメッセージ 

・ そもそもロータリーは、１９０５年シカゴで４人の職業人が

立派な職業人になろうとして立ち上げた組織。 

・ その頃は商道徳が地に落ちていた時代→４人は最初の

段階では自分達だけは立派な職業人になろうとした。 

   シカゴの公衆便所の清掃、医者の往診用の馬の寄贈等 

・ 翌年の１９０６年には、「自分達だけは」から「世の中の役

に立ち期待される組織になろう」に変化した。→これが職

業奉仕の原点である。 

・ これに対して日本には、古来から近江商人の考え方があ

った。 

「売り手良し、買い手良し、世間良し」 

売り手･･････良い物を自信を持って売る。 

買い手･････買った物でその価格以上の価値を生む。 

世間････････世の中のためになる。 

・ ロータリーには膨大な決議がある。決議はロータリー章

典にまとめられている。 

２３の４に「I serve, We serve」････私が奉仕する（個人で）、

我々が奉仕する（ロータリーで）。 

※ 「serve」は奉仕と訳された。奉仕とはそもそも相手がして

欲しいと思うことをすること。しかし日本人は遠慮深い国

民であり、してほしいことを言葉に出さない体質がある。

日本での奉仕は難しいところである。 

また、日本語の奉仕は無料の意味合いを持つ。      

しかしガソリンを入れたいと思っている人に、ガソリンを

入れる。→これは「serve」奉仕である。 

２．本田ガバナー 

  ・我々は何のために仕事をするのか。 

・ アーサー・フレデリック・シェルドンが社会に奉仕するた

めの４段階を唱えた。 

第１段階  食べるため＝ライフワーク 

第２段階  仕事が好きだから＝ライクワーク 

第３段階  自分の人生を懸けて仕事をする＝ライフワーク 

第４段階  光り輝く生活に至る＝ライトワーク 

※ライトワークは本田ガバナーの造語でありマザーテレサの

世界である。 

・ 職業人は、自分、家族、社会、日本に対する責任を持つ。

責任を持たなければそれは大変楽なことである。自分で

考え、自分で行動し、自分で責任を取る。 

・ 誰かに与えるより、誰かに与える方が遥かに幸福感を持

てる。 

・ 今回の震災で自然との対峙から自然と共生する時代に   

変わろうとしている。卖なる復興でなく、創生復興になら

ねばならない｡戦後のように。１８００人の孤児となった子

供たちが、せめて大学まで出られるよう、ロータリーは支

援してやりたい。 

・ 豊かさと便利さを求める  →  心の豊かさを求めること

を忘れてしまった。 

  「あの時ああすれば」より「この時こうしよう」が重要である。 

・ 家族を愛するように、地域社会を愛さねばならない。 
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●社会奉仕委員会 （丸山浩之君） 

 ２０１２年２月１９日（日曜日）熊本城

マラソンのボランティアを募集します。

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

●Ｓ．Ａ．Ａ． （山本円君） 

クールビズは９月で終了致します。１０月よりネクタイ着用

で例会にご参加ください。 

 

 
 

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・浅山弘康君 

 田川憲生君・永井富士雄君・稲留穂君・吉原コウイチ君 

観月会例会にたくさんのローターアクトクラブの皆さんと寿

崎奨学生の皆さんをお迎え出来たことを心より嬉しく感謝

申し上げます。 

○吉原コウイチ君・工藤青史君・久峨章義君・馬場大介君 

瀬尾広夫君 

熊本单ローターアクトクラブ中村会長はじめ１５名の来訪

を歓迎します。親クラブの例会運営をしっかり勉強してくだ

さい。観月会は楽しみましょう。 

○堀川貴史君・野口泰則君 

田川会員の熊本商工会議所就任（１１月予定）前祝いのス

マイル致します。お体には十分お気を付け下さい。 

○杉田辰彦様 

東京の孫が法政大学都市工学都市デザインの大学院を

無事に終了し、この度川崎市役所に就職が決定し、４月

から勤務となります。健康に注意して、川崎市のために頑

張ってもらいたいと祈ってスマイルします。 

○渡邉秀章君  

熊本文化観光検定３級に合格しました。熊本に来て２か月

での受験だったので不安でいっぱいでしたが、前日の徹

夜勉強で何とか合格出来ました。久しぶりに受験生の気

分を味わいました。 

○寿崎肇君 

県立大津高校より修学旅行での初台湾行が熊本県より許

可され、１２月７日から３泊４日で行きます。生徒３２０名 

熊本空港よりチャーター便です。父兄の同行もありますが、

２０席程席が余っているので熊本单 RCから参加はいかが

ですか？と白浜校長よりお誘いがありました。熊本RCから

何人か同行するとのことでした。肥後大津 RC は我々の子

クラブです。ここから何人かいくそうです。台北大同 RC に

もお世話になります。 

 

 

 

●観月会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計 18,000円 

今年度の累計 396,690円 
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【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：１０月６日（木）１９：３０～ 

場所：未定 

内容：スポーツ例会 

  

○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：１０月５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】    

 

 

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 

   

１０月２４日（月） 米山奨学生卓話 

  グエン フク ホン君（ベトナム） 

 

１０月３１日（月） 会員卓話 

  工藤青史会員 

 

 

 

 

 

 

 


