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四つのテスト－言行はこれに照らしてから－

熊本南ロータリークラブ

真実かどうか
みんなに公平か
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好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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心の中を見つめよう 博愛を拡げるために
Reach Within to Embrace Humanity
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第15回 例会記録(通算第2500回)
平成23（2011）年11月7日

斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

今日の例会
1.
2.
3.
4.

今月･来月の行事

●11/24(木)13：15集合～職場訪
今日の歌
問＠再春館製薬所
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
会員卓話
今村国際奉仕委員長

てには、出席率も、苦しんでの 100％より、楽しんでの 60％の
「我らの生業」

方がいいのではないか、という現在では想像もつかないよう
な議論が行われていたとも聞きます。そんな中でも、やはり、

来訪者紹介（堀川貴史君）

若い人たちにとって魅力のあるロータリーにしなくては、とい

熊本 RC

う想いはとても強く、とにかく若い人たちに様々な機会を与え

岡本悳也様

夫人の会（署名順）

ようと、クラブ全体で努力されておりました。あれから 50 年が

杉田成様・浅山由紀子様・堀川光江様・馬場桂子様

たち、今、私どもが、日々議論しております内容は、まさに、

野田珠実様・松本芙充子様・久峨典子様・中川寿眞子様

これまでの伝統は守りつつ、時代にあった RC になりたいとい

鈴木梓様

うものです。時代の背景は全く異なりますが、先輩方が、当
時考えておられたことと同じことなのです。クラブの将来を真
剣に考えていただいていたおかげで、熊本单 RC は立派に

会長報告（堀川貴史君）

50 余年の歴史を刻むことができたのだろうと思います。

本日は、熊本单 RC 通算 2500 回例会となりました。昭和

本日、熊本单 RC 通算第 2500 回例会を開催するに当たり

33 年 9 月 1 日の創立以来、54 年目の快挙です。ここまで、

まして、改めて、先輩方と、スポンサークラブの熊本 RC の皆

クラブ例会を継続していただきました先輩方に心から敬意を

様に心より感謝を申し上げますとともに、未来永劫、私たち

表し、感謝申し上げます。また、記念すべき、第 2500 回とい

の熊本单 RC が発展していきますよう、祈念、期待、またお誓

う節目の例会を会長として迎えることが出来ますことを大変

い申し上げ、第 2500 回記念例会の会長報告とさせていただ

光栄に存じます。創立当時は、熊本市内で 2 つ目の RC（熊

きます。本日はありがとうございました。

本单 RC）が先か、熊本ではじめてのライオンズクラブが先か、
という環境にあったそうです。チャーターメンバーの先輩方も
ライオンズクラブから、お誘いを受けておられた方々がたくさ
んいらっしゃいました。初代会長の深水六郎先輩も例外では
ございませんでした。しかしながら、熊本 RC の方々の熱意と
奔走、説得によってチャーターメンバーの先輩方は熊本单
RC に参画を果たしていただきました。また、この環境によっ
て、熊本单 RC の説立が非常に促進されたともいわれており
ます。当時、とにかくロータリークラブのイメージであった、堅
苦しさから脱却することに重きを置き、初代深水会長の運営
方針は『なごやか』というものでした。クラブ内では、国歌斉
唱は月 1 回でいいのではないか、とか、ロータリーソングも月
1 回にして、あとは、民謡とかを歌いましょう、とか、挙句の果

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（10/24）
修正出席率

６０名

４６名

80.70％

９２．８６％

出席規定適用免除者
名誉会員

９名

欠席記録免除者 ０名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（野口泰則君）

イルボックス（元田亮一君）

1. 台北大同RCより、会員名簿の送付。

本日も多数のスマイルをありがとうございます。2,500 回の記

数に限りがありますので、必要な方はお早目に事務

念例会のあたり、熊本西 RC 様より祝電を頂いていますので

局まで。

ご披露させて頂きます。
○熊本西 RC 会長 安田憲世 外会員一同様
熊本单 RC の皆様、2,500 回祝福の例会、誠におめでとう

2. 東日観光㈱より国際大会・参加旅行のご案内

ございます。熊本西 RC 会員一同、心よりお祝いとお慶び

２０１２年５月５日（土）～９日（水）＠バンコク

を申し上げます。熊本单 RC 様のスポンサーにより、1985

ご興味のある方は事務局まで。

年 12 月 17 日に産声を上げた我がクラブはこれからも親ク
ラブを範としてロータリーを学び、奉仕活動に励んでまいり

3. 例会終了後、７Fで記念写真を撮影致します。速やかに移動を

ます。熊本单 RC 様の益々のご発展と、会員皆様のご多

お願い致します。

幸ご健勝を祈念申し上げます
○熊本 RC 岡本悳也様
例会変更のお知らせ

先般卓話の機会を頂きました熊本学園大学長の岡本で

○城東ＲＣ～親睦例会のため時間・場所変更

す。今回熊本 RC に入会を許されました。今後とも宜しくお

[変更前] １１月２８日（月）１２：３０～

願いします。

[変更後] １１月２８日（月）１８：３０～
[会

○夫人の会

場] ヒットスタジオ

通算 2,500 回例会おめでとうございます。本日はお招きあ

○０５福祉ＲＣ～定款に基づき休会

りがとうございます。しっかり楽しんで帰りたいと思います。

[日

時] １１月２９日（火）１２：３０～

[会

場] 火の国ハイツ

よろしくお願い致します。
○杉田成様 Ⅱ
約１５０年にわたり祖父の代から私たちを守り育ててくれた
実家を立て直すことになり、１１月１日に解体の神事を熊

委員会報告

本单 RC 会員の代継宮 漆島様にお願い致しました。その

●親睦活動委員会 （星野誠之君）

厳粛な式に時代を経た家も喜んでくれたことと感謝します。

会員誕生祝・結婚祝

また解体をお願いしました熊本单 RC 会員の喜讀様にも

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

立ち会って頂きました。有難うござました。重ねて本日は

山本博史 君

11.03

木村弘訓 君

11.09

例会にお招きありがとうございました。お礼申し上げます。

瀬尾広夫 君

11.10

渕田俊郎 君

11.10

河口義弘 君

11.23

馬場大介 君

11.15

本日はご夫人の会の皆様をお招きし、通算 2,500 回例会

松本嘉七 君

11.24

玉田光識 君

11.15

を迎えられましたことに心から感謝申し上げ、また熊本 RC

○堀川貴史君・大住正敏君・野口泰則君

の岡本様のご来訪を歓迎してスマイル致します。
○稲留穂君・渕田俊郎君
久しぶりに夫人の会の皆様のご来訪を歓迎致します。
○田川憲生君
本日は会員のご夫人に出席頂きありがとうございます。ご
夫人の支えで皆生きています。感謝申し上げます。
○寿崎肇君
初代深水会長より例会が 2,500 回。感無量です。熊本单
RC、おめでとうございます。一昨日、仙台平成 RC、加古
川平成 RC、中津平成 RC、熊本平成 RC の合同例会に招
待され出席しました。若い RC の方々は奉仕活動に熱心
でした。熊本单 RC も負けてはならんと思いました。伝統あ
る熊本单 RC を誇りの思った４RC 合同例会でした。ありが
とうございます。
○田川憲生君
第２１代熊本商工会議所会頭に就任しました。皆様のご
支援、ご協力をお願い申し上げます。
スマ
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○杉田辰彦君

●例会２，５００回記念プログラム

田川会員の商工会議所会頭の就任を心からお喜び申し
上げ、熊本経済界発展のため頑張って下さい。
○浅山弘康君
熊本 RC 岡本学長のご来訪を心より歓迎申し上げます。
○星野誠之君
熊本学園大学 岡本学長の来訪を心より歓迎します。い
つも監査でお世話になっております。今後ともよろしくお
願い致します。
○田邉信一君
一昨年の寿崎奨学生、昨年の米山奨学生であったショウ・
メイウ君から北京の製薬会社に入社したとのメールがあり
ました。皆様によろしく、とのことです。
○前田富士人君
１１/１１～１５まで山内会員と一緒に西单 RC の方々とタイ・
チェンライに里親の子供たちに会いに行って参ります。同
時にメコン寮の施設も見てきたいと思います。バンコクの
洪水の影響はないとのことです。それから申し訳ありませ
んが、早退致します。お許し下さい。
○渡邉秀章君
本日１８時よりホテル日航熊本において年に一度の「お客
様に感謝する夕べ」を開かせて頂きます。熊本单 RC から
も１５名の方々にご出席頂きます。本来であれば皆様にご
案内すべきところですが、すいません。“お客様に感謝す
る心”は年に一度ではなく、２４時間３６５日感謝し、行動す
ることが職業奉仕に繋がるものと思います。これからもどう
ぞよろしくお願い致します。感謝。
○丸山浩之君
先日、髙宮会員の九州リハビリテーション学院の学園祭に
家族でお邪魔しました。生徒さん達の作るカレーライスや
焼きそばに子供も大満足でした。それから熊本城マラソ
ン・ボランティアも協力頂けるとのこと、ありがとうございます。
また現王園会員２２名、元田会員８名、渡邉会員５名協力
頂きます。重ねてお礼申し上げます。
○原裕一君
先週の名古屋出張時に小牧空港から名古屋駅まで渡邉
会員ご夫妻に送って頂きました。聞くところによるとご子息
様の近大アメフトの試合の応援、とのこと。勝っています！
○髙宮宏君
ここに 2,500 回例会に出席することが出来まして、本当に
喜んでおります。今後の益々のご繁栄を祈念致します。
○工藤青史君
祈念すべき 2,500 回例会に出席できて光栄です。益々の
ご繁栄をご祈念申し上げます。
☆2,500 回例会を祈念して全員スマイル
本日の合計

95,000 円

今年度の累計

670,690 円

3

国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/
2011 年 11 月 9 日

冒険を再び...元奨学生がカヤックで英国横断
6 月 6 日、ロンドンを目指してオック
スフォード運河を下る 1965-66 年
度国際親善奨学生、ピーター・ウ
ールジーさん。

元ロータリー奨学生、ピータ
ー・ウールジーさんは、70
歳にして野心的な冒険に乗
り出しました。
1965-66 年度国際親善奨
学生として米国に留学した
ウールジーさんは、募金のために一人でカヤックに乗り、湖
水地方からロンドンまでの約 640km を下りました。結果として、

【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）

高齢者支援の活動「Age UK」のために 2,500 米ドルを集める
ことができました。
17 歳の時に運河やテムズ河を下る冒険をしたというウールジ

日時：１１月１７日（木）１９：３０～
場所：ハマダビル
内容： 未定

ーさん。以後、生涯を通じて情熱を持ち続け、今回、70 歳の
記念に再びパドルを握る決心をしました。
「目標を達成する上で年齢は問題にならない」と話すウール
ジーさんは、若い頃、趣味が高じてアウトドア団体に携わり、
マンチェスター大学を卒業後、单仏の地中海沿いの町ミラマ

○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：１１月１６日(水) １６：００～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定

ーに水上スポーツ・センターを設立しました。
〇奨学生時代
25 歳の時、継父に招待されて英国ダラム州にあるロータリ
ー・クラブを訪れたことがきっかけとなり、ウールジーさんは奨
学生となりました。選出の際、留学先の地元クラブを全て訪
れ、スピーチの依頼にすべて応えることを約束したそうです。
彼は約束を守り、ペンシルバニア大学のワートン・スクールに

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

留学中、84 クラブと 4 つの地区大会でスピーチをしました。
留学後はその経験を生かし、MBA を取得したフランスのビジ
ネススクールとワートン・スクールの協力関係を築きました。こ
の努力のおかげで、今日、学生はこの 2 つの学校で授業を
受けることができます。
ウールジーさんはその後、英国、フランス、オランダ、スイス
に展開する出版業に携わり、ヨーロッパ複数国の顧客を管

【例会予定】
１１月２１日（月）

理する販売管理システム（POS システム）を導入しました。さ
らに、北欧全土およびバルト諸国のビジネスを対象とした銀
行・保険業務用ソフトウェアの供給会社を設立しました。
ウールジーさんはエストニア滞在中、英語を使用言語とする
ロータリー・クラブの創立会員となりました。しかし、3 年前に
英国に戻ってからは、肺炎をこじらせ、度重なる出張の都合
もあり、新たなクラブへの入会もなかなか思い通りに行ってい
ないそうです。

外部卓話
九州学院長 内村公春 様

１１月２８日（月）

会員卓話
玉田光識会員

カヤックとカヌーは、どんな年齢層の人でも楽しめる、素晴ら
しいスポーツだとウールジーさんは話します。「一人で風呂
に入れるなら、カヌーにだってきっと乗れるよ」といつもアドバ
イスしています。
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