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みんなに公平か

③
④

好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

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

週 報

2011-2012 度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー（インド）

例会日：毎週月曜日１２：３０～１３：３０
例会場：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内
創立日：昭和３３年９月１日（承認 昭和３３年１１月２４日）
事務局：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内
ＴＥＬ：０９６－２１１－２７２０ ＦＡＸ：０９６－２１１－２７２１ E-mail minamirc@mail.sysken.or.jp

国際ロータリー第２７２０地区
会長/堀川貴史 幹事/野口泰則
クラブ広報委員長/馬場大介

2011-2012ＲＩテーマ

1.
2.
3.
4.

第38回 例会記録(通算第2523回)
平成24（2012）年5月14日

斉唱

今日の例会

国歌 君が代

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
卓話 杉田辰彦君
「熊本南ＲＣの歩み」

今月･来月の行事
●5/21親睦・スマイル合同ＩＭ＠
ひろのすけ
●5/24三年未満会員懇親会＠
那由多
●5/26ボウリング大会＠スポルト
熊本
●5/29本音で語り合う企業経営
の勉強会＠ホテル日航
●6/1日台ロータリー親善会議＠
ホテルグランヴィア京都

区ローターアクト研修会」の決起会が行われ、提唱クラブか

ロータリーソング

「手に手つないで」

らも多くの参加をいただきました。今回の研修会は、「ブリッス
ルコーン・バイン～世界最古の木～」。ローターアクトの歴史

来訪者紹介
熊本西稜ＲＣ

を知ることで、これから未来へと飛躍していきたい、という想
ガバナー補佐

山形 信也様

いが強く感じられるﾃｰﾏとなっております。年頭６名からスタ
ートした会員は現在 19 名。しかしながら、会員数こそ増えて
おりますが、熊本南ローターアクトクラブは、過去に地区研修

会長報告（堀川貴史君）

会の参加経験もほとんどなく、未熟なものばかりでございま

先週、時間の都合により一部報告できなかった部分がござ

す。最初はどうなることかと心配しておりましたが、実行委員

いますので、あらためて報告いたします。連休中に辛島公園

長も決まり、その後は、慣れないながらも全員で一生懸命に

の国旗掲揚台のロープが切れて国旗掲揚できない、との知

取り組んでまいりました。話が長くなりますので割愛致します

らせがシルバー人材センター様よりございました。通算２５００

が、私が蒔いた種に少しずつ水をやり、芽が出たと思ったら、

回例会のテストでもありましたように、１９８０年（昭和５５年）熊

枯れそうになって、また水をやり、現在やっと小さな苗木とい

本南ロータリークラブがロータリー創立７５周年記念事業の

ったところではないでしょうか。今回のホストクラブの経験が

一環として、建立したもので、以来、祝日のたびに、当時は、

熊本南ローターアクトクラブのメンバー一人一人の歴史に深

現野田会員のお父様が国旗の掲揚をしていただいていた記

く刻まれて、これから「自身の木」にたくさんの枝葉をつけ、

録がございました。ある時期から、国旗掲揚をシルバー人材

大きな 1 本の木となって、仕事、家族、地域社会すべてにお

センターに委託して今日に至っているとの事でした。しかし

いて、その経験を最大限に活かしながら、豊かなる人生を歩

ながら、国旗掲揚台は熊本市に寄贈したものであり、私ども

むことができるとしたら、ホストクラブのテーマとしては大成功

の所有物ではありませんので、現在、熊本市に修理をお願

だと思います。そんな中で、私ども提唱クラブとしての責任は、

いしております。修理が出来次第、再び国旗が掲揚されるも

そういうローターアクトの頑張っている姿を、実際に参加して、

のと思われます。私も国旗が掲揚されている事実を存じませ

見てあげることです。私が知る限り、第 2720 地区で、ロータ

んでしたので、ご報告させていただきました。

ーアクトクラブとロータリークラブの関係は熊本南が間違いな

先週は、今年度第４回のクラブ協議会を開催いたしまし

く№１です。私たちは、様々な場面で、「熊本南ロータリーク

た。現新の委員長の皆様には、大変お世話になりました。ク

ラブの会員でよかった。」と思える瞬間を経験してまいりまし

ラブとしての次年度への期待感がまた大きくなったような気

た。今回の研修会は、アクトのメンバーに、「熊本南ローター

がいたしました。また、１１日（金）には、１ヵ月後に迫りました、

アクトクラブに入ってよかった。」と感じていただける機会であ

熊本南ローターアクトクラブがホストを努めます、「第２７回地

り、その機会を作ってきたのが、まさに私ども熊本南ロータリ

ークラブなのです。６月１６日（土）開会式と懇親会、１７日

理事会報告

（日）全体会と分科会および卒業式、場所は熊本市の中心

①台湾青少年送り出しについて公式文書（8月2日から7日

の交通センターホテルとなっております。全員で参加したい

間）出す。→承認

と思っております。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い

②韓国姉妹地区に関するアンケート

致します。

姉妹クラブとして交流しますか？→見送り

以上会長報告終ります。

③ローターアクト研修会（6月１６日、１７日）の登録について
全員登録か？→承認

幹事報告（野口泰則君）
1.

株式会社関美工堂より

出席報告（園田修司君）

ロータリーグッズカタログＶＯＬ．３７の送付
例会変更のお知らせ
○西南ＲＣ～韓国ＲＣとの姉妹締結延長式及び創立３６周年
記念例会の為時間変更
[変更前] ５月２４日（木）１２：３０～
[変更後] ５月２４日(木)１８：３０～
[会 場] ニュースカイ

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

６０名

４２名

75.00％

79.31％

出席規定適用免除者
名誉会員

○西南ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ５月３１日（木）１２：３０～
[会 場] ニュースカイホテル

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

山形ガバナー補佐より

○熊本北ＲＣ～親睦会の為場所変更
[日 時] ５月１７日（木）１８：３０～
[会 場] 割烹 瞳

熊本第３分区・第４分区合
同ＩＭ（インターシティミーテ

○熊本グリーンＲＣ～ホタル観賞例会の為場所変更
[日 時] ５月２８日（月）１８：３０～
[会 場] 「亭の元」

ィング）
開催のご案内

○０５福祉ＲＣ～合同例会の為日時・場所変更
[変更前] ６月５日（火）１２：３０～
[変更後] ６月２日(土)１４：００～
[会 場] 阿蘇ホテル
○０５福祉ＲＣ～新入会員歓迎会・ご家族慰労会の為
時間変更
[変更前] ６月１９日（火）１２：３０～
[変更後] ６月１９日(火)１８：３０～
[会 場] 火の国ハイツ
○０５福祉ＲＣ～～定款に基づき休会
[日 時] ６月２６日（火）１２：３０～
[会 場] 火の国ハイツ

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。今回は会員増強についてのメ

○西稜ＲＣ～年祝の会の為場所変更
[日 時] ６月１１日（月）１８：３０～
[会 場] 日本料理「おく村」

ッセージです。新しいクラブ会員を献身的なロータリアンに
変えるための第一歩は、新会員の参加意識を高めるよう手

○江南ＲＣ～年祝の会の為場所変更
[日 時] ６月１３日（水）１８：３０～
[会 場] マリーグレイス

助けする事であると述べています。その 1 つとして、クラブで

○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ６月２７日（水）１２：３０～
[会 場] ニューオータニ

ると言っています。2 つ目には、クラブや地区の枠を越えた

の役割を持つこと、それは各々の会員が単に必要とされて
いるだけではなく、頼りにされていると知るべき事が重要であ
活動をすべきであり、その手段の一つとして、『ロータリアン
行動グループ』を結成してみることを推奨されています。詳し

○城東ＲＣ～年祝最終家族会の為時間・場所変更
[変更前] ６月１１日（月）１２：３０～
[変更後] ６月１１日(月)１８：３０～
[会 場] 新茶屋

くは Web でということで、国際ロータリーの URL が記載されて
います。3 つ目にはどのような奉仕活動を選択するかは、結
局のところ自由であり、自分たち各々が決定することであり、
仕事上の専門知識やロータリーで身につけた強みをロータリ
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ー活動に実践するということを啓蒙していく事が重要であると

代継宮の帰りに古財プログラム委員長に車に乗せて頂き

結んでいます。

無事帰宅が出来ました。ありがとうございました。その翌

5～10 ページまでは『職業奉仕』をテーマに 3 人の地区パ

日タイ・バンコクでの２０１２年第１０３回ＲＩ年次大会に出

ストガバナーと地区パストガバナーであり、ロータリーの友編

席し１０日の朝無事に帰国致しました。ありがとうございま

集委員会委員長の安平会員の座談会の様子が記載されて

した。感謝を申し上げスマイルさせて頂きます。ありがとう

います。『職業奉仕』という一つのテーマに対し、喧々諤々と

ございました。

様々な意見や解釈の違いなどがあり、とても奥が深いなと感
じました。また、このような言葉の本当の意味に対し歴史を遡

○古財良一君

り、考え続けていく事、時代に合わせて伝えていくことが大切

寿崎パストガバナーの卓話楽しみにしてます。また車の中

であると感じました。是非ご一読下さい。

でいろんな経験を話してもらってとても勉強になりました。

11～17 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。まだまだ昨年の東日本大震災の被

○永井富士雄君

災地への復興支援の記事が多数を占めています。

寿崎パストガバナー、バンコク国際大会出席お疲れ様で

18～21 ページは『海からの恵み』と題し、地元の経済復興

した。数万人の参加の元盛会に開催されたと聞いていま

に貢献するロータリアンの様子が記載されています。

す。今日の卓話楽しみです。

22～24 ページには新企画、私を変えた一冊として、自分
の生き方を変えた本、影響された本、思い入れの深い本に

○田邉信一君

ついて紹介されています。私は学生時代に矢沢永吉の『成

先週の例会及びクラブ協議会に出席できませんでしたの

り上がり』を読んで、何の根拠もなかったのですが、『自分も

でお詫びのスマイルをします。

やったるで！』みたいな元気をもらったのを懐かしく思い出し
ました。

○髙宮 宏君

25～29 ページはガバナーページとなっています。28 ペー

平尾 豊幸さんの入会を心より歓迎致します。

ジには、我が第 2720 地区の本田ガバナーによる含蓄の深い
メッセージが記載されています。

○玉田光識君

30～36 ページにはよねやまだより、バギオ基金ロータリー

平尾さん入会初日に欠席しまして失礼しました。入会を心

写真館となっています。

から歓迎申し上げます。末永いお付き合いをお願いしま

37～44 ページにはロータリー入門ページとし、水問題に

す。

取り組むに当り、水プロジェクトを成功させる 9 つのヒントが記
載されています。

○田川憲生君

続きまして、縦書きのページをご覧下さい。⑳ページをご

厄晴れなどの会やビジネスミーティング等いずれも出席し

覧下さい。右下の写真にちょっとドキッとしましたので、紹介

たいのですが他のスケジュールが入り参加できません。お

させていただきました。他にも興味深い記事が幾つかござい

詫びのスマイルです。

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。

○井上雄一朗君 Ⅱ
先日、熊日プレジデント倶楽部のゴルフ界に参加させて

●親睦活動委員会（喜讀宣友君）

頂きました。私の後ろの組に工藤会員がおられましたので

５月２６日ボーリング大会

挨拶しようと待っておりましたが、待てども待てどもなかな

６月４日 年祝の会

か上がって来られませんでしたので、先に失礼させて頂き

１８：３０ 親睦会

ました。何かトラブルに見舞われたのでしょうか？今日は
スマイルボックス（元田亮一君）

所用のため、早引きさせて頂きます。ご挨拶できなかった

○堀川貴史君・野口泰則君・野田三郎君

のと早引きのお詫びのスマイルです。

熊本第 4 分区ガバナー補佐の山形様のご来訪を歓迎して
スマイル致します。今年度ももう少しです。ご指導よろしくお

※５月２６日ボウリング大会ではスマイルも実施致し

願い致します。また本日は寿崎パストガバナーの卓話楽し

ます。

みにしております。よろしくお願い致します。
○寿崎肇君
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●卓話

とが、現在のような世界的発展の原因の一つになったのではない
かと思います。
ところでロータリークラブに集まる人々はいずれも専門職業や事業

寿崎肇パストガバナー
「ロータリーの歴史」

家でありますから、話題と言えば商売の話です。一業一人制が図
に当たって会員同士、他人とは思えない親睦の間柄となり、お互い
が恥を平気で話せるようになりました。そして困ったことは相談しあう
慰めあうお互いに助け合う、ついには会員同士の取引やサービス
の提供となって実利的にも便利な存在となりました。
しかしここで一つの転機が来ました。それはアーサー・Ｆ・セルドン
の入会です。この方は経営学者で、こんな仲間の利益ばかり考え
ている会は長続きしない、広く社会的に有用な団体となる立派な旗
印が必要であると考えました。当時シカゴは米国第一の大都会で

本日はロータリーのご理解を頂くために創立の頃のお話と５月６日

すが移民が多く、発展の裏側は金の亡者の集まりで、商売道徳は

―９日の間タイのバンコクで開催されました２０１２年国際ロータリー

退廃し、被害者は消費者で、防犯せよ、と公言して憚らない状態で

年次大会で感じたことを少々申し上げロータリーをご理解賜りたい

修羅場と言っていいシカゴでした。当然破産、倒産相次ぐ中でも商

と思います。まずはこのような機会を設けて頂きましたことに感謝申

売繁栄を続ける商家のあることに気が付きました。その秘密は相手

し上げます。先輩の方々には今まで長い間ロータリーで勉強なさっ

の身になって励むことを見つけました。それで「最も良く奉仕する物

たことの確認の意味でお聞きいただきたいと思います。ロータリーを

最も多く報いられる」の標語を掲げてロータリークラブの指針とし、

理解して頂くとはその歴史的発展過程をご承知いただくことが早道

「超我の奉仕」の標語と共に職業奉仕団体としての性格を明らかに

であろうと思いますので少々申し上げます。

しました。その結果ロータリアンの職場はいずれも活気を取り戻し

今から１００年以上も前、ロータリーの創立が１９０５年ですから創始

次々と成功者が出てきました。この職業奉仕の成果によってロータ

者ポールハリスはその前、弁護士開業前の５年間放浪の旅に出ま

リアンは大きな信念を持つことのできるようになりました。この時から

す。米国や欧州で、たくさんの友達もできました。シカゴで弁護士を

車輪のマークから相互扶助のギアのマークに変えました。この相手

開業しました。商売の方は相当繁盛しておりました。でもご本人は

の身になっての言動、奉仕の理想は単に職業の成功ばかりでなく、

毎日寂しい日を送っておりました。それは弁護士を訪ねる事件依頼

より良い社会を作るのに大切な信条であるということです。職業の

人は利や欲の為に大なり小なり嘘を言ってくる人々です。弁護士は

場ばかりでなく、家庭生活においても、一般の社会生活においても

依頼人が、どの程度嘘をついているかを見抜くことが仕事の始まり

あらゆる生活の場にこの奉仕の理想を持って行動することが済み

だそうです。ポールハリスは純真な心の持ち主でありましたので、こ

良い社会を作る道であり、これこそがロータリーの責任であり、名誉

うした人々ばかりを相手にしていることが喜びとは裏腹な気持ちで

であると同時にロータリアンはその先達であり指導者であることを心

寂しかったのです。何とかもっと人間らしい心温まるようなお付き合

に刻むようになりました。

いはないものか、何とかして気の許せる仲間は得られないものか。

今やロータリーは重厚ともいえる親睦団体であり、相互扶助につい

とひたすら心の友を求めていたのです。そんなあるとき数人の市民

ても理解しあい、奉仕の理想を中心として集まる同志の集団です。

と話し合う機会がありました。ところが彼らは勝手に自分のホラを吹

このようにロータリーは初めに親睦友愛があり、そこから職業奉仕が

き、平気で噂話をします。ポールハリスがここで気づいたことは、彼

産まれ、社会奉仕に成長し、それが広がって国際奉仕となり将来の

らの職業はみんな違っていたことでした。ハリスはこれだと頷きまし

世界を担う新世代奉仕が加わりました。新世代ローターアクト、イン

た。この一業一人という線で会員を集めれば、きっと楽しいクラブが

ターアクトの皆様は将来のロータリアンです。

出来ると確信し、早速これを実行に移してできたのがロータリークラ
ブでした。当時も今もアメリカにはたくさんのクラブがあります。ユダ

※年次大会についてはＨＰをご覧ください。

ヤ人やフランス人のクラブ、同じ大学卒業生のクラブ、弁護士のクラ

【例会予定】
５月２８日（月） 約款に基づき休会

ブ等がありますが、いずれも立派な会館を持ちこれを運営しており
ます。しかしいろいろな事情でクラブ会員間では必ずしも楽しいも
のではなかったようです。ロータリーは職業分類という点で、あらゆ

６月４日（月） 会員卓話 永井富士雄君

る会員が全く平等の立場ですから、当初からロータリーは非常に評
判も良く、入会者も多くありました。庶民の集まりですから、なるべく

６月１１日（月） 会員卓話 濱田定勝君

気軽なものにするため、会館を持たずあちらの事業場、こちらのホ
テルといつも会場は変えて行きました。この引っ越して歩き回って
いるのでロータリーと名付けたのです。初めから奉仕を旗印にした
わけではありませんでした。それでマークも引っ越しを表現する馬
車の車輪にしました。今にして思えば自分の会館を必要としないこ
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