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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 

 

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4１回 例会記録(通算第2526回) 

 平成24（2012）年6月11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. 常任委員会委員長退任挨拶 

 

    

 

今月･来月の行事 
●6/24ゴルフコンペ 
＠あつまるレーク 
カントリークラブ 

●6/26職場訪問 
 ＠スマートひかりスクウェア

くまもと 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「我等の生業」 

 

会長報告（堀川貴史君） 

６月第２例会を迎えました。熊本県も先週梅雨入りいたし

ました。先週４日（月）の夜は年祝いの会の親睦会を開催い

たしました。多数の会員の皆様方に参加いただきましたこと

に心より感謝申し上げます。あらためまして、お祝いをお受

けになった皆様、おめでとうございます。親睦活動委員会の

皆様大変お世話になりました。 

明日１２日（火）は熊本西ロータリークラブでメイクフレンズ

の会が予定されております。新しく入会された方々で、まだ、

他クラブにメーキャップの経験のない方や、欠席の補填が未

充填の方、あるいは、スケジュールの都合のつく方は、ぜひ

ご参加ください。熊本西ロータリークラブは私ども熊本南ロー

タリークラブがスポンサークラブで、毎年、年頭に熊本西ロー

タリークラブの会長幹事が、私どもの例会に、ご挨拶に来て

いただいております。会員数は現在１６名と聞いております。

ただ、ここ最近は、修正出席率 100%を維持し続けているクラ

ブです。お互いに学ぶべき点が多々あるように思います。ど

うかご協力よろしくお願い致します。また、１６日（土）～１７日

（日）は地区ローターアクト研修会が予定されております。先

日、事務局から、2日目（17日）にはロータリー部会を開催す

る旨の案内がございました。1日目の開会式、懇親会だけで

なく、2日目の全体会、分科会、卒業式、表彰式、閉会式ま

での参加をどうぞよろしくお願い申し上げます。熊本南ロー

ターアクトクラブは今年度の卒業生はいませんが、表彰を受

けられる可能性がありますし、何と言っても、この研修会のホ

ストクラブです。提唱クラブとして見届けていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

冒頭に申し上げました通り、熊本もいよいよ梅雨入りいた

しました。ジメジメしたいやな季節です。しかしながら、必ず

梅雨明けは来ます。せっかくですから楽しく過ごしてまいりま

しょう。 

以上会長報告終ります。 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 三角会員より 

  年祝の写真回覧 

２．熊本県暴力追放運動推進センターより 

各種資料の送付 

３．ロータリーサービスより 

国際ロータリーソーシャルメディア「ロータリー・ショーケー

ス」のお知らせ 

 

例会変更のお知らせ 

○大分中央ＲＣ～例会場・例会曜日変更（７月から） 

[日 時] 火曜日 １２：３０～ 
[場 所] 大分オアシスタワーホテル 

 

理事会報告 

①坂本幸樹君の入会について→承認 

 

次年度理事会報告 

①次年度委員会予算案について→承認 
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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。一年間を振り返り、何を成し遂

げ、私たちが決めた目標に向かって、どれだけ進歩したかを、

考えてみる時です。しかし自分たちがやってきた事に安住す

る為のものではなく、まだまだやり遂げなければならないこと

があるということを知るべきであると述べています。会長自身、

様々な地域でのロータリアンとの出会いや活動について綴ら

れています。また本年度『こころの中を見つめよう 博愛を広

げるために』のスローガンを皆が望んでくれた事に対し感謝

を述べるとともに、来年度『奉仕を通じて平和を』というスロー

ガンの下、共に働けるのを楽しみにしていますと結んでいま

す。私自身、本年度はこのようにして雑誌の紹介をさせて頂

く機会を頂き、また多くのメンバーの方々と知り会えた事に感

謝しています。次年度も『奉仕を通じて平和を』のスローガン

を胸に刻み、頑張っていきたいと思いました。 

 5～10ページには 6月はロータリー親睦活動月間ということ

で、地域の枠を越え、スポーツや趣味など共通の関心を持

つロータリアンやその配偶者が親睦を深め、奉仕する様子

が記載されています。 

 11～17ページの同論・異論では、ロータリー活動の根幹で

ある『親睦』をテーマに各地区から投稿されています。それ

ぞれに解釈や表現の違いはありますが、それぞれに『なるほ

ど！』と説得力のある文章であり、大変読み応えのある投稿

が多数ございます。是非、ご一読下さい。 

 18～22ページは 3人のロータリーの友の地区代表委員が

『ロータリーの友について』熱く語られています。3人とも横書

きのページに関しては特にロータリーの原点であり、基本で

あることが多く書かれており、目を通すことを強く推奨されて

います。 

23～29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。 

33～35ページは私を変えた一冊の 2回目です。35ペー

ジの真ん中にケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理

論』という本が紹介されています。私も大学の時の教材として

覚えています。ただ追試に苦しんだ私にとっては、まさかの

一冊でした。 

36、37ページにはよねやまだより、38～41ページはガバ

ナーページとなっています。39ページには、我が第 2720地

区の本田ガバナーによる地区大会の報告が記載されていま

す。 

42～43ページには 5回目を迎えた、全国RYLA研究大会

の様子が報告されています。この Rotary Youth Leadership 

Awards の参加者が マハトマ・ガンジーの『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ならない』とい

う教えに応えられる若者の育成につながることを確信してい

ると結んでいます。 

46 ページにはロータリーの徽章について書かれています。

ケンタッキーフライドチキンの創始者であるカーネルサンダ

ース氏もいつもロータリーバッチを付けていたようで、日本の

店頭にあるカーネルおじさんの人形の襟には、小さなロータ

リーバッチが付いているそうです。有名な話かもしれません

が、私は初めて知りました。もしご存知のない方がいらっしゃ

れば、是非一度見に行かれてはいかがでしょうか？ 

続きまして、縦書きのページにも興味深い記事が幾つか

ございますが、ここでは⑭～⑰までの『言いたい聞きたい』で

の投稿がそれぞれ刺激的で面白かったのでご紹介させてい

ただくに留め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） 

 来年度の募集 

 ６月１４日選考会 

 面接委員 杉田会員（寿崎奨学会理事） 

        漆島会員（次期幹事） 

        渕田会員（次期寿崎奨学会委員長） 

 奨学金交付式  ７月９日（月）予定 

 

●次年度姉妹クラブ委員会（山本 円君） 

 台湾交換留学８月９日～１４日に変更 ５名決定 

 ホテル・交通費調整 

 

 

パストガバナー報告（寿崎肇君） 

第 3回日台ロータリー親善会議が 2021年 6月 1日 JR京都

駅ビル内ホテルグランヴィア京都で行われました。RI代 2659

地区今西信裕ガバナーの点鐘に始まり、両国国歌斉唱から

ロータリーソングはROTARYでした。出席者は日本側 400余

名台湾側 200余名でした。挨拶は今西ガバナーの歓迎のあ

いさつ。まず東日本大震災の折は台湾の RCの皆様より世

界一多額の義捐金を頂きましたこと、まずもって厚く厚くお礼

申し上げます。頂いた多額の資金は「ロータリー希望の風奨

学金」として震災で孤児となった大学生、専門学校生を中心

に活用させて頂き、学生に生きる力と勇気を与えるのみなら

ず、経済的理由で退学することなく、勉強が継続できる喜び

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 

６０名 ４７名 81.03％ ８５．４５％ 

出席規定適用免除者 ８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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と、感謝の言葉を多くの学生より頂いております。日本の隣

国として、台湾のロータリアンの日本国への思い、期待、慈

愛、寛容に心から感謝し、人間の絆の強さに感動、観劇、感

謝あるのみでございます。と感謝の言葉と絆について話、続

いて日台ロータリー親善会議前川昭一総裁の歓迎の挨拶は

まず東日本大震災の支援について台湾のロータリアンの

方々へのお礼と今回の会議が 3回目で第 1回は 2008年 5

月 12日東京、第 2回目は 2009年 10月 10日台湾日月潭

で開催され、お互いの友情を深め、それがあの多額の義捐

金を頂くことになった。と。続いて台日国際扶輪親善会林土

珍理事長の祝辞は台湾から大勢で今回の親善会議に参加

できましたことを大変嬉しく光栄に存じます。私たちロータリ

アンが最も尊敬しております千玄室先生が去る 3月 5日パリ

―ユネスコ本部でユネスコ親善大使の任命を受け「一盌の

お茶」を通じて世界平和と国際親善に骨身を惜しまず、取り

組んでおられることをお聞きし、誠に慶賀にたえない次第で

ございます。昨年 3月 11日東日本大震災で未曾有の大災

害を受け、一瞬にして何もかも失い親兄弟を失いあの悲惨

な光景が今でも瞼に浮かびただ心が痛むばかりです。私た

ち台日親善会はすぐ 3月 16日、台湾全土のロータリアンに

呼びかけ緊急対策本部を設置し、震災義援金を募りました。

最後にどうか「ロータリー希望の風基金」が震災地区で大き

い打撃を受けました青少年が元気を取り戻し、立派に成長さ

れるよう祈りあげ、又日本台湾両国のロータリアンの絆が、こ

れを機により強く結ばれ日台間の親善がより一層深まります

よう願います。続いて RI近藤雅臣理事のご挨拶。台湾から

の謝三連元 RI理事の祝辞。同じく RI黄其光副会長の祝辞

があり。台湾ロータリーの近況報告は台日国際ロータリー親

善会頼崇賢副理事長より行われました。台湾の地区は 7地

区のガバナーとエレクトの紹介、クラブ数と会員数の推移は

2010年 6月末クラブ数 550、会員数は 19,666名。2012年 1

月 592 クラブ会員は 22,050名。交流では田中作次 RI会長

エレクトご夫妻が昨年 8月 17日から 22日まで台湾の 7地区

訪問。八田与一記念飯と鳥山頭ダム訪問（大津高校と同じ）

記念植樹を。中華扶輪教育基金会の日本人留学生の奨学

金授与昨年 3名今年 1名。GSEの交流は日本 2520地区と

台湾 3480地区（台北）は東日本大震災で取り止め。など台

湾でのロータリーの活動を細かく報告して下さいました。続

いて日本ロータリーの現況報告日本ゾーンは３つ、地区は

34、クラブ数は約 2,300会員は 89,000人。日本のロータリー

の特徴は職業奉仕の重視や社会奉仕、国際奉仕。新世代

奉仕の中でインターアクトクラブ562、会員13,000名ローター

アクトクラブ 294、会員は 6,700名。続いて台日国際扶輪親

善会よりの義捐金のお礼と報告。続いて記念講演「人間の

絆」を千玄室元 RI理事（配布資料）。最後は両国からのお礼

の挨拶がありました。次の台湾での大会は熊本南 RCからた

くさんの参加をすることが台北大同扶輪社の方々が大変喜

ばれることだと思います。 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

本日田川会員の卓話とても楽しみにしております。よろし

くお願い致します。カラオケも挨拶もすごいのでとても期

待しています。 

○松本嘉七君 Ⅹ 

去る６月４日にありました「年祝の会」を都合により欠席致

しました。私も間もなく８０歳になりますが、健康に注意して

頑張りたいと思っていますので何卒よろしくお願い申し上

げます。お詫びのスマイルを致します。 

○稲留穂君 Ⅱ 

先週は古稀のお祝いをしていただきましてありがとうござ

いました。代継宮の益々のいやさかとクラブの拡大発展を

祈念致します。 

○川越 武君 Ⅴ 

この度は当店をご利用いただき誠に有難うございました。

皆様の人生の節目のお祝いに当店が携われたことを大変

嬉しくスマイル致します。 

○寿崎肇君  

６月９日旧寿屋 OB会総会がありました。昔の幹部で７０

歳近い人がありましたが出席した方皆さん意気軒昂で仕

事の自慢話を腹いっぱい聞かせてもらいました。長生き

して良かったと感謝の言葉しかありません。ありがとうござ

いました。 

○玉田光識君・渡邉秀章君・永井富士雄君・山内昭徳君・ 

現王園敏伸君 

田川会員の本日の卓話楽しみです。同期入会のロータリ

アンとしていつも心強く思っています。 

○古財良一君  

本日の田川さんの卓話楽しみにしてます。また仙台のオ

ハイエでは入部さん田川さんの奥様に大変お世話になり

ました。 

○工藤青史君  

１６日、１７日はローターアクトクラブの地区研修会です。

熊本南ローターアクトクラブが担当しています。多くの

方々のご参加をお願い致します。１６日は１７時から受け

付け開始１８時開会です。１７日は９時から分科会でロータ

リー部会も準備されています。両日とも会場は交通センタ

ーホテルです。よろしくお願い致します。 

○赤澤 剛君 

先週はお休みして申し訳ございません。４日は高校総体

の決勝戦がありましたのでそちらに行きました。お陰様で

娘の信愛がバレー優勝しました。また昨日１０日は天皇杯

が行われ、大学生も含めての大会でも優勝しました。子ど

もの頑張りにまたまた親ばかですが感謝してスマイルしま

す。 
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○平尾 豊幸君 Ⅱ 

伝統と歴史のある熊本南 RCに入会１か月ですのでスマイ

ル致します。まだまだ分からないことばかりでご迷惑をお

掛けしております。 

○吉本栄一君 

今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルで

す。 

○原 裕一君 

 商工会議所青年部として今日の卓話をとても楽しみにして

いましたが出張で直ちに出なくてはなりません。すみませ

ん！！お詫びのスマイルです。 

○元田亮一君 

前回の例会を持ち、スマイル年間予算１７０万を達成する

ことが出来ました。一年間を通じ、支えて頂いた皆様にお

礼の気持ちを込めてスマイル致します。 

 

 

 

 

●卓話 

 

  
田川憲生会員 

「商工会議所会頭に 
就任して半年」 

 

 

 

 

 

 

 

１、九州新幹線が全線開業、熊本市が政令指定都市に移行。

ともに長年の悲願が二年続けて実現した。熊本は二つの巨

大エンジンを持った。大変革の時が今。「百年に一度のビッ

グチャンス」と受け止め、百年の大計の礎を築く時。商工会

議所では今年度のスローガンを「英知を結集し熊本を元気

に」とした。 

・経済界との連携強化 

  熊本経済同友会と二人三脚で進むことで合意。三か月に

一回、正副会頭と正副代表幹事との意見交換会を実施。

この結果、１、熊本市の将来ビジョン２、九州を引っ張って

いく成長戦略３、国内広域化と国際化へ―この３点を両社

の共通テーマとして取り組み、１１月１６日の熊本フォーラ

ムで合同での議論の場とし、フォーラムでまとまったものに

ブラッシュアップを重ね、両社合同で３月に提言、発表す

る。 

・県、熊本市との連携強化 

 行政機関と熊本の課題について、意識を共有し、共通認

識に立つため、完全非公開で実施 

 熊本市長、副市長、関係局長との定期的な意見交換を実

施する 

 県商工会議所連合会として県知事、副知事関係部長との

定期的な意見交換を実施する 

・政治との意見交換会 

・産学官では 

 熊本みらい会議、熊本都市戦略会議 

２、何に取り組むか―具体的テーマは 

発想を熊本に限定して考えるのではなく、九州の中の熊

本という発想で、熊本はなにが出来るかがポイント 

・地方分権と道州制、州都の研究 

・インフラ整備 九州横断自動車道、九州横断道路延岡線

の早期完成、 

・中心市街地の活性化 

 花畑、桜町の再開発、熊本駅特に０番線のあり方 

・東アジア戦略  

 企業の進出、インバウンド、観光、国際定期航空路線の開

発、クルーズ船の誘致 

・世界の阿蘇を九州の宝に 

 熊本駅―熊本空港―阿蘇までの都市高速の建設、阿蘇

草原の再生 

３、商工会議所の改革 

 事業計画の策定方法の改革 

 活発な活動を 

会員の増強 

 

 

 

【例会予定】    

 

６月２５日（月） 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

７月２（月） 会長・副会長・幹事就任挨拶 

 

７月９日（月） 寿崎奨学生紹介・挨拶 

 

７月２３日（月） 常任委員長就任挨拶 

本日の合計 ３８,000円 

今年度の累計 1,742,115円 


