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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 
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 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31回 例会記録(通算第2516回) 

 平成24（2012）年3月12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 熊本県警真嶋浩氏 

   

 

今月･来月の行事 
●3/31（土）14：00～ 大津 RC40
周年＠大津町文化ホール 

●4/2（月）18：30～ 花見の会 
  ＠魚嘉別荘 
●4/8（日）14：00～ 菊池ＲＣ４０
周年＠菊池笹乃家 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介（堀川貴史君） 

熊本南 RAC 中村 祐輔 君 

熊本南 RAC 宮成 恵子 君 

熊本南 RAC 山田 佳澄 君 

熊本南 RAC 小野 洋平 君 

熊本南 RAC 亀田 秀和 君 

熊本南 RAC 松崎 航 君 

寿崎奨学会 周 波 君（熊本大学大学院） 

寿崎奨学会 李 元碩 君（熊本大学大学院） 

寿崎奨学会 刘 中敏 君（中九州短期大学） 

寿崎奨学会 史 キョウリョウ 君（崇城大学） 

寿崎奨学会 劉 暁婷 君（ルーテル学院大学） 
 

会長報告（堀川貴史君） 

■会長報告 

  ３月９日（金）１５時より熊本ホテルキャッスルにて、会長・幹事・ガ

バナー補佐会議及び地区指導者育成セミナー、その後、ＲＩ会長

代理歓迎晩餐会並びに希望懇親会。翌３月 

１０日(土)９時３０分より、崇城大学市民ホールにて今年度の地区大

会が開催されました。地区指導者育成セミナーでは、講師にＲＩ第２

６８０地区の三木明パストガバナーをお迎えして「ロータリーと戦略

計画」というテーマでご講演をいただきました。ロータリーについて、

その歴史も交えて、大変わかりやすく教えていただきました。資料を

取り寄せておりますので、熊本南ロータリークラブでも勉強の場を設

けたいと考えております。また、地区大会本会議の中では、姜尚中

（カンサンジュン）氏によります「新しい年の東アジアをめぐって」とい

う演題での記念講演が行われ、今後の熊本、九州のあり方につい

てのお考えをお聞きすることができました。内容的にも大変充実し

た地区大会であったと思いますが、その中で、私ども熊本南ロータ

リークラブは、今大会のコ・ホストクラブとして、登録委員会では、坂

本委員長を中心に、前日の準備から当日の受付業務まで、また、

残念ながら出席できなかった会員の方々にも、全員登録という形で

ご協力いただき、熊本南ロータリークラブとして、今年度地区大会

への超強力なバックアップができたことを心から誇りに思いますし、

皆様には心から感謝申し上げます。クラブとしては、今大会の最多

登録者数クラブで表彰をいただきました。また、豊増会員、藤井会

員におかれましては、永年在籍会員（45年以上）で表彰されており

ます。心よりお祝い申し上げます。参加いただきました会員の皆様、

大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

さて、本日は熊本南ローターアクトクラブの皆様による卓話となっ

ております。世界最初のローターアクトクラブは、米国ノースカロライ

ナ州のノースシャーロットＲＣの提唱で１９６８年３月１３日に結成され

ました。ＲＩ理事会は、１９９３年、ＲＡの創立２５周年を記念して、３月

１３日を含む１週間を、「世界ローターアクト週間」に指定しました。

各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェクトや、親睦活動に参加

するよう、呼びかけを行っています。参加により、ロータリアンは、ロ

ーターアクターから、若いエネルギーや、新しいアイディア、労力を

得ることができますし、ローターアクターは、ロータリアンから深い知

識や経験を学ぶことができます。世界ローターアクト週間は、ロータ

ーアクトプログラムの成功を祝い、その重要性を認識する機会となり

ます。また、ローターアクトクラブの素晴らしい活動内容を地域の

人々に伝え、活動への参加を促す上でまたとない機会となります。

世界ローターアクト週間への参加方法はさまざまで、ローターアクト

クラブや提唱ロータリークラブは、その参加方法を自由に考案する

ことができます。活動は、１つでも２つでも、好きなだけ多く実施でき

ます。 

世界ローターアクト週間を祝う活動には、以下のようなものがありま

す。 

 ロータリークラブとの合同プロジェクトを実施する  

 「識字の日」を毎年開催することを計画する  

 ロータリークラブとローターアクトクラブが、互いの例会に

招待し合う  

 ローターアクトクラブを提唱していないロータリークラブを

対象に、ローターアクトについてのプレゼンテーションを

行う  

 地元メディアを通じてローターアクトを広報する  

 ロータリーの２億ドルのチャレンジのための募金活動を行

う  

 インターアクト、青少年交換学生、ＲＹＬＡ参加者、その他

の地元の青少年団体と協力して推進活動を行う  

 海外のローターアクトクラブと協力関係を結ぶ  

 ローターアクターとインターアクターの協力プログラム、ま

たはロータリアンとの協力プログラムを開始する  
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 クラブ例会やプロジェクトへ会員候補者を招待し、ロータ

ーアクトクラブへの入会を促す  

時期的には少しずれてしまいますが、４月に合同で清掃活動を行う

ように計画しています。これは、当初１２月に予定いたしておりまし

た家族清掃活動で、熊本南ローターアクトクラブの社会奉仕委員会

と熊本南ロータリークラブの社会奉仕委員会、ローターアクト委員

会、インターアクト委員会、あるいは親睦活動委員会、広報委員会

の合同事業となります。のちほどお話もあると思いますので、会員

の皆様方ならびにご家族の皆様方にぜひご参加いただきますよう

お願い申し上げます。 

本日は毎月恒例の親睦委員会のＩＭが予定されております。また、

今週末には次年度に向けての会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

も大分で開催されます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。以

上会長報告終ります。 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1.事務局より 

 メイクフレンズの会出欠最終確認（回覧） 

２．事務局より 

  ３/１９（月）の例会は定款に基づき休みです。 

３．ガバナー事務所より 

  JR九州研修のお知らせ 

  日時 ４月１０日（火）・１２日（木）・１３日（金） 

  場所 JR九州社員教育センター（北九州市） 

４．地区大会の資料と記念品について 

  地区大会不参加の方はお持ち帰りください。 

 
例会変更のお知らせ 

○水前寺公園ＲＣ～江津湖公園清掃奉仕の為 

時間・場所変更 

[変更前] ３月２１日（水）１２：３０～ 

[変更後] ３月１８日（日）７：３０～ 

[会 場] 江津湖公園 

○熊本中央ＲＣ～職場訪問の為場所変更 

[日 時] ３月２３日（金）１２：３０～ 

[会 場] JR熊本駅構内 

○西稜ＲＣ～お花見例会の為場所変更 

[日 時] ３月２６日（月）１８：３０～ 

[会 場] 日本料理「おく村」 

○八代南ＲＣ～基隆東 RC歓迎例会の為日時変更 

[変更前] ３月２７日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月２８日（水）１８：３０～ 

 [会 場] 八代グランドホテル 

○熊本中央ＲＣ～合同例会の為時間・場所変更 

[変更前] ４月１３日（金）１２：３０～ 

[変更後] ４月１３日（金）１８：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ２F「ストリングス」 

 

 
 

理事会報告 ３/１２ 
 
１．副会長の選任について 
  田邉会員を選任 
２．会計報告 
  詳細を確認したい方は事務局まで 
３．５月７日休会の取り止めについて 
  幸山市長のスケジュール（卓話）によるもの 
振替日→５月２８日休会へ」 

 

 
 
２０１２－２０１３地区委員委嘱状授与 

  

 

地区大会表彰者 表彰状・記念品授与 

 

 

 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（1/16） 

修正出席率 

５９名 ４２名 76.36％ １００．００％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 １名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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委員会報告 

●雑誌委員会（井上雅文君） 

 まず、お手元のロータリーの友、横書きのページをお開き下さい。

1ページ目にはカルヤン・バネルジーRI会長のメッセージが記載さ

れています。『世界の変化を望むなら、あなた自身がその変化にな

らなければいけない』とインド独立の父と言われるマハトマ・カンジ

ーのことばを引用されています。さらに掘り下げて、変化を作りだす

時に、一時的なものでは不十分であり、持続可能なものでないと、

いかに知識やアイディアや資源を投下しても、不十分であるというこ

とです。私は、青年会議所の会員だった時に先輩からよく、『奉仕と

いうものは、米を与えるのではなく、米の作り方を伝えることである』

と教えていただきました。言い回しは違えども、持続可能な奉仕とは

そのようなものかなと感じました。    

続きまして、5ページ～9ページには、3月は識字率向上月間と

いうことで、識字率向上の為、多くのロータリアンのボランティアの様

子が記載されています。全世界で 6億 7700万人（16才以上）が読

み書きできないそうです。衝撃的な数字です。 

10ページ～13ページには各ローターアクトクラブの事業紹介が

記載されています。 

15ページ～21ページにはロータリー平和フェローであり、フォト

ジャーナリストであるアリソン・クウェッセル氏による被災地の写真が

掲載されています。 

22ページ～27ページまでは各ロータリークラブの多岐にわたる

活動が綴られています。 

28ページ～34ページは、2012年国際協議会のリポートが記載さ

れています。埼玉県の八潮ロータリークラブの田中作次氏が、次年

度の国際ロータリー会長に選ばれたそうです。日本からの選出は 3

人目であり、30年ぶりとのことです。田中氏が発表したテーマは

『Peace Through Service( 

奉仕を通じて平和を）』でした。そのテーマについて『超我の奉仕』

という言葉をつかわれ、ロータリアンは、自分よりも他の人のニーズ

を重視し、自分のためだけでなく社会全体の為を考えます。人のた

めに生きることで、この世界における自分の役割がはっきり見えてく

ると結んでいます。 

また、今回の協議会の中で、元ＲＩ会長のラジェンドラ・サブー氏

のスピーチを取り上げており、  その内容は、自宅の一本の庭の

木が自分の師であり、人間であるように思えてくることがあるというと

ころから始まり、人間の中核的価値観は４つの『R』に集約されてい

ると語り、それは『Roots』  

『Rise』『Responsibility』『Respect』 （根、上昇、責任、尊重）と述べ、

それぞれについて説明されています。次にこれらとロータリーの中

核的価値観である『奉仕』『親睦』『多様性』『高潔性』『リーダーシッ

プ』とどのように関係しているかについて語られています。特に『高

潔性』のところで木を例えに、木は高潔な存在です。嘘をつきませ

んし、人をだましたり、自分勝手な責任逃れもしません。木は黙々と、

空気の不純物を吸い込み、ほかの生き物のためにきれいな酸素を

生み出してくれます。と説明されています。とてもかっこいい表現で

したので紹介させていただきました。私も、ロータリーの『高潔性』を

問われた際は、このように答えれる人間にないたいと思いました。   

この国際協議会リポートにはたくさんのメーセージが凝縮されてい

るように思います。是非、ご一読下さい。 

その他にも 40ページの同論異論でのロータリーに広報は必要か、

否か？や縦書きのトップページの松下幸之助氏の成功の発想と危

機克服の心得などご紹介したい記事が幾つかございますが、時間

の都合上省略させていただきます。 

以上です。ありがとうございました。 

 

●寿崎奨学会委員会（河口義弘君） 

○許 文平（熊本大学大学院） 

 最後の例会を参加できず、誠に申し訳ございませんでした。この

レポートを通じて、自分の感想を、寿崎さん・カウンセラーの石田さ

ん、またロータリーの方々へお話をしたいと思います。学生時代、

奨学金を一切受けたことがない私は、人生初の寿崎奨学金をもら

えて、本当にびっくりしました。自分が優秀な人ではないと思ったか

らです。借金（留学ローン）で日本に来られた私にとって、本当に助

かりました。感謝の気持ちがいっぱいです。 去年インタビューのと

き、堀川前会長から「奉仕」という言葉を初耳し、意義がとても深いと

感じました。一方、自分の親は、20年の前からずっと台湾の「慈済」

に毎年 2000元の寄付金をしていますが、当時の僕が、もったいな

いとか、寄付金より小遣い銭としてくれればいいとか、無知な考えを

持っていました。金額の小さい寄付金だとしても、援助の要る人々

にとっては最後の命綱になるかもしれないし、今後、「奉仕」という真

諦を探りながら、まずボランティア活動の参加をはじめ、奉仕を自分

の生活の中に実践しようと考えます。この一年、大変お世話になり

ました。誠にありがとうございました。 

 

○周 波（熊本大学大学院） 

私は南ロータリーの奨学金を頂けたことにとても感謝しています。あ

なた方のサポートのお蔭で、私は熊本大学での勉強を容易に続け

ることが出来ました。私はもうすぐ熊本大学の医学部博士課程３年

目に、糖尿病を専門として入ります。私が日本に来てトミザワ教授と

勉強を始めようと思った時、私はいつも100％の力を研究に注ごうと

自分に言い聞かせ、そしてそうしてきました。例え私が一生懸命や

っても、ご存じのように、科学的研究と言うものは望んだとおりスムー

ズにはいかないものです。しばしばその結果には困惑させられまし

た、そしてどうやって先へ進めばいいか分からなくなります。私は私

の研究は大抵苦痛で、時々楽しいものだと思っていますが、しかし

それを楽しんでいます。今月末に、私は松本市で開催される生理

学学会に出席します。そこではほかの人たちから人の病気につい

て熱心に学ぶ機会があるでしょう。それは私を成長させるための良

い経験となり私を新たな地平へと連れて行く手助けをしてくれると思

います。昨年の３月、私たちは横浜市である生理学学会に参加す

る予定でしたが、福島で地震が起きたことにより、会議はついに中

止となってしまいました。この大災害は、私をとても悲しくさせ、人々

がショックに打ち勝ち、より良くなるようにと願わせました。卒業後、

私はさらに今の研究室でポストドクター（博士号取得後の非常勤契

約の研究員）としてさらに勉強しようと計画しています。私はそのこと

がより強い技術的背景を医学分野でのキャリアの為に与えてくれる

ことを願っています。この奨学金は私の生活に深い意味を与え、そ

して勉強や研究に集中することを許してくれました。皆様の好意的

な支援に重ねて感謝いたします。 

 

○李元碩（熊本大学大学院） 

 こんにちは！ 

私は韓国から来たロータリー寿崎奨学生、李元碩と申します。 

私は奨学金をもらって本当に助かりました。円高の今、親の経済的

な負担を減らして学生生活を送ることが出来ました 。 また、阿蘇

山と福岡も旅行し、焼肉もたくさん食べました。ありがとうございまし

た。でも、それよりお世話になったことがあります。それは、自分が

奨学生だと自覚して、勉強や研究に励むことが出来た所です。誰も

がそうだと思いますが、私も外国での生活が簡単ではありませんで

した。特に、私の場合は専門の勉強が一番難しかったです。そんな

私にとって、 自分が奨学生であるということが大きな意味を持ち、 

何事にも頑張ることが出来ました。私は、冬の時私の部屋はとてもさ

むかったです、その理由で一番きつかったのが、朝布団から出るの

でした その時も、奨学生である意味を持ち ‘私は奨学生だろう！

頑張らないとだめよ！‘という気分でぱっと起きました。 このように

自分が奨学生であるということが大きな意味を持ち、 何事にも頑張

ることが出来ました。あ、もちろん、朝布団から出るだけ頑張りました。

の意味ではありません。研究する時も勉強する時も自分が奨学生

であるということ知覚して頑張りました。そのおかげで無事に修士課

程を卒業し、博士課程の入学をすることが出来ました。本当にあり

がとうございました。これからも、自分が寿崎奨学生だったという自

覚を持って頑張ります。最後に、初めに日本に来て契約した会社

が softbankでした。でも、博士に行くと新しいVisaが出ます。その時

はドコモという会社で携帯をします。 
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○劉中敏（中九州短期大学） 

皆さんこんばんは。私は劉中敏と申します。昨年は大変お世話

になりました。おかげさまで、たくさんの日本の方々にお会いして日

本語を勉強したり、日本の文化に触れ、礼儀など学ぶことができま

した。 ロータリークラブの皆さんは、とっても優しくて、話していても

楽しくて、温かい家族みたいに思えました。私は皆さんへのお礼の

ためにも、もっと勉強し、日本語能力試験一級を合格しなければな

りません。そこで、地域日本語支援クラブで毎週木曜日４時から６時

まで勉強を始めました。苦手な文法も分かりやすく教えてもらってい

ます。だんだん分かるようになるととても嬉しくなります。でも、まだま

だいっぱい勉強しなければなりません。 どこでも日本の人たちに

助けてもらって、私は幸せです。これからも、こんな良い環境の中で

勉強できることに感謝しながら、頑張っていきます。そして、いつか

は私が皆さんのお役に立ちたいです。 終わりに、いつでもどこでも、

ロータリーの皆様の優しさは忘れません。今は感謝の心でいっぱい

です。本当にありがとうございました。 

 

○劉暁てい（九州ルーテル学院大学） 

 皆さんこんにちは！私は九州ルーテル学院大学人文科の劉暁て

いと申します。 

時間を過ごすのが本当に早いです。ここで初めてスピーチをして

から、今までもうすぐ 1年です。今でも、その時の緊張感はまだ覚え

ています。この間に、皆さんと一緒に何回も食事をしましたが、今日

みんなの前でやっぱり緊張を感じてます。 

この 1年を振り返ると、私の収穫はかなり多いです。寿崎奨学

金のおかげで、私はアルバイトの時間を減らして、勉強する時間が

増えました。それで、去年就職先を決まり、車の免許を取り、そして、

今年無事に大学を卒業しました。いい思い出がいっぱいありました。 

1年間は短いですが、いろいろなお世話になって、誠に有難う御座

いました。私は寿崎の皆さんと出会って、本当に良かったと思いま

す。これから社会人になって、もっと頑張ります。本日は誠に有難う

御座いました。 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

寿崎奨学生の皆さんと、熊本南ローターアクトクラブの皆さんのご

来訪を心より歓迎致します。ローターアクトの皆さん、卓話よろしく

お願いします。地区大会では皆様大変お世話になりました。感謝

してスマイル致します。 

○寿崎肇君 

３月９日１０日の RI 第２７２０地区大会に参加。地区指導者育成

セミナーにも参加させていただきました。勉強になりました。特に

「全分野の職業人に対する倫理観」など何度か勉強したことでし

たが改めて勉強のやり直しでした。感謝してスマイル致します。

来週報告致します。 

○坂本研一君 

  地区大会受付及び袋詰め作業にご協力いただきありがとうござ

いました。特に袋詰め作業は１２００名分の作業を１時間で終了

することが出来ました。チームワークは作るものではなく生まれる

ものだと改めて認識することが出来ました。弊社社員もヘルプに

連れて行きましたが、おじさんたちの手際の良さにビックリしてい

ました。また、今から協力しに行くよと Tel下さった皆様にも感謝

いたします。お世話になりました。 

○田邉信一君  

地区大会出席の会員の皆様、大変お疲れ様でした。 

○吉原コウイチ君・馬場大介君・渡邉秀章君・石田隆造君 

熊本南ローターアクトクラブ中村会長以下６名の皆さんの来訪を

歓迎します。卓話よろしくお願いします。 

○浅山弘康君 

所用のため、途中で退席いたします。申し訳ございません。 

 

○田川憲生君 

本日は大切な会議が別に入っており、超早退します。お詫びの

スマイルです。 

○星野誠之君 Ⅴ  

ずーっと例会を休んでしまい、申し訳ありませんでした。存在感

がない上に、休みがちでダメな会員であると反省しています。今

後頑張ります。 
 

 

 

 

 

●卓話 

RAC卓話 

中村 祐輔 君 

「ローターアクト活動報告」 

 

  

 

 

○テーマ「色～Color～」 

○年間例会実施予定 

○熊本南 RACの特色 

・会員数 16名 

・会員増強 7名→16名（目標 20名） 

・委員会担当の例会の増加 

・積極的に社会奉仕活動に参加 

・積極的に（研修会・アクトの森）ホストへの希望 

○活動案内 

○活動報告７月～２月 

 

 

【例会予定】    

 

４月２日（月） 未定 

 

４月９日（月） 外部卓話 菊池恵楓園園長 酒本喜與志氏  

「ハンセン病と熊本」 

 

４月１６日（月） 未定 

 

４月２３日（月） 未定 

 

４月３０日（月） 祝日に付き休会 

本日の合計 21,000円 

今年度の累計 1,293,215円 


