
 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（1/16） 

修正出席率 

６１名 ４５名 77.59％ ８６．２１％ 

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） 

 

第８例会記録(通算第 2536 回) 

平成 24（2012）年９月３日 

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」 

 

 ９/13・14 RAC年次大会＠大分 

９/14 ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC 

９/24 観月会＠ホテル日航 

 

３．熊本県子ども若者支援地域協議会より  

「子ども・若者“よりそい”シンポジウム」開催のお

知らせと申込用紙の送付 

４．事務局より 

鈴木会員の奥様のお通夜・ご葬儀の件  

3日(月)１９：００より通夜、4日(火)正午より葬儀  

合掌殿島田斎場にて 仏式 

 

 
例会変更のお知らせ 

今週の例会変更はございませんでした。 

 

会長報告（浅山弘康君） 

3日例会は出張のため欠席し申し訳ございませんでした。

週報での会長報告とさせて頂きます。台北大同ロータリー

クラブ訪問について感じたことですが、例会は会長点鐘の

後、ストレッチ体操でスタートしました。通常の例会とは違っ

ていたかもしれませんが、ロータリーソングの斉唱があり、そ

の歌は日本語の「手に手つないで」でしたし、また、手渡さ

れました歌集は英語、日本語、中国語での歌を集めたもの

でした。その歌集はお土産としていただき、事務局の資料

としましたので、興味のある方はご覧いただければと思いま

す。台湾のロータリークラブは「本省人（台湾出身）が集まっ

たクラブ」、「英語で例会を行うクラブ」、「米山奨学生出身

の人達が集まったクラブ」など、クラブにより特徴を持った会

員で構成をされているようです。交換学生の皆さん、随行

の皆さんには大変お疲れ様でした。今後の台北大同ロータ

リークラブとの友好交流を祈念し、報告と致します。 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 熊本市国際交流会館より 

9月催し物ご案内の送付  

２．熊本県暮らしの安全推進課より  

「少年の主張」熊本県大会の開催のお知らせ  

9月のお誕生日、並びに結婚記念日おめでとうございます！ 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.卓話 熊本南ローターアクトクラブ 
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委員会報告 

●親睦活動委員会（玉田光識君） 

会員誕生祝・結婚祝 

 
 

 

 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

田邉信一 君 ９．１  三角雄介 君 ９．６ 

堀川貴史 君 ９．３  古財良一 君 ９．１０ 

井上雅文 君 ９．３  中川順一 君 ９．１３ 

丸山浩之 君 ９．１４ 

坂本幸樹 君 ９．２７ 

 

 

●ロータリー情報委員会（野口泰則君） 

―はじめに― 

このロータリー情報の発行に当たりましては、元当クラブ

会員でありました鑪泉会員がご高齢にも関わりもせず毎週、

例会に杖を片手に若手ロータリアンの育成の為にも例会

開催時にロータリー情報委員会の委員会報告として、登

壇されその報告をされたものを綴り冊子にしたものです。

当初 100 回の報告を目標になされ、その目的を達成する

やいなや、再度 200 回目の報告を目指し続けられ、平成

20年 4月 21日・ロータリー情報 157回で、諸事情の都合

にて退会されるのと同時に、やむなく終了することとなりま

した。 

2009~2010 年度 

会長 渕田俊郎  幹事 際田俊一   

ロータリー情報委員会委員長 東矢憲一郎 

平成 16年 7月 12日 

―ロータリー情報（１）― 

ラクタル元RI会長は「ロータリーはこんなにも素晴らしい仕

事をした。世界最高の慈善団体だなどと、独りよがりの自

画自賛をしている時ではない。例え100回以上ポール・ハ

リスフェローになろうと、ロータリー財団に高額の寄付をし

ようと、それでロータリアンと言える訳ではない」と、言って

います。100周年はただ昔を回想するためにあるのではあ

りません。現在を見直す時であり、本当に正しい方向に向

かっているかを自分自身の内部に問いかけてみるべきで

あります。真剣にロータリーの明日を考えましょう。 

 

 

パストガバナー報告（寿崎肇君） 

◎ロータリーの第 1 の魅力は｢ともに奉仕が親睦に。親睦が

奉仕へつながる｣ 

◎決議２３－３４「人生の幸福も事業の成功も超我の奉仕」だ

と。ロータリーの教え。 

◎日韓親善会議は 9月 10日(月)報告（8/31 と 9/1） 

平成 24 年 8月 28日熊本南 RCが創始して 29回目の熊本

市中学生バドミントン大会が熊本県立総合体育館で行われ

ました。浅山会長にご挨拶を頂き選手はじめ応援の父兄同

級生など、やる気勇気を頂いた感じでした。ありがとうござい

ました。今年行われましたロンドンオリンピックで藤井さん垣

岩さん組がバドミントンで日本初の銀メダルを取り、お二人熊

本県民栄誉賞を県知事から頂いたこともあって、今までにな

い熱のこもった 805 名の選手の試合でした。フジカキ組の活

躍が県民に勇気と誇りを与えて下さったこともこの試合に影

響を与えていました。試合をネットごとに見学させてもらいま

した。打ち込むときの力や気合はいずれオリンピック選手の

可能性を思わせるものでした。また大声黄色い声を張り上げ

ての同級生の声援、お母さん方の我が子が 1 点取った時の

拍手は真剣そのものでした。29年前熊本南RCが創始したこ

のバドミントン大会が熊本の今日のバドミントン王国の基礎を

作ったのだろうかとも思いました。毎回のように試合を身近に

見せてもらいますが私自身はバドミントンはやったことはあり

ません。しかしあの中学生の子どもたちの真剣な姿、そして８

００名が金メダルを競う姿に魅せられた私はのめりこんでしま

った感じも致します。特に今回はオリンピックもあり、銀メダル

組が熊本から出たことこともあり、バドミントン王国の熊本の育

成の一助にもなれば、とコートを回って見学しその意を強くし

ました。でもこのような大試合は何と言っても熊本南 RC 主催

が最もふさわしいものと思います。また、木村会員のお父さ
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んで今は亡き木村会員は潔癖な方で、私の現役時代はよく

アドバイスを頂いたものでした。熊本市中学校参加校 28 校

今回選手 805名、一校当たり 30名の選手を出しております。

各中学校の先生生徒さんの金メダルの期待。そしてお父さ

んお母さん御兄弟気が気ではないことでしょう。つまり考えれ

ば熊本市内中学校の皆さんは上げてこのバドミントン大会を

応援しておられるのです。それに応えるのは伝統ある熊本南

RC だと私は信じております。熊本南 RC の会員様の中に費

用を心配なさる方もおられると承っておりますが有志の方の

寄付を仰げば心配なしです。またお世話は木村会員が中心

でなさっておられます。毎回決算書類や証憑書類領収証を

見せてもらっておりますが、問題は見当たりません。私のお

願いはただ 1 つ 29 年続いております、先輩が創始し維持し

てきた「熊本市中学生バドミントン大会主催者熊本南 RC」と

理事会で決めて頂きたいのです。これは熊本南 RC の自慢

話の一つです。自慢話と言えば昨年から始まりました「本音

で話す職業奉仕」これは若い経営者、女性経営者の魅力で

す。熊本南 RC の自慢話になり創立 50 周年に作った会員

150 名の目標達成が容易になります。もう一つの魅力は台湾

台北大同 RC との青少年交換です。相手国を知るためのホ

ームステイは一生の思い出になり長い人生のプラスになりま

す。我々ロータリアンは奉仕を志す人です。持てる貴重な時

間を捧げて相手に喜んで頂く。命から 2 番目のものを差し出

して相手に喜んでいただく超我の奉仕を志す熊本南 RC の

我々こそロータリアンです。熊本南RCの自慢話を語り続けよ

うではありませんでしょうか。ありがとうございます。合掌。 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○寿崎肇君 

8 月 28 日熊本市中学生バドミントン大会が 805 名の選手

の熱戦で無事終わりました。皆様のお陰でした。ありがとう

ございました。8 月 31 日と 9 月 1 日東京での日韓親善会

議は誠に有意義な会議でした。参加させて頂きました。ロ

ータリークラブ会員のお陰でした。ありがとうございました。 

○木村弘訓君 

先日 8月 28日県立体育館にて第 29回南ロータリー中学

生バドミントン大会が 805名の参加にて無事終わり浅山会

長のお力で 9 月 11 日（火）朝 9 時より RKKにて放映され

ます。ぜひよろしくお願い致します。 

○東矢憲一郎君 Ⅱ 

久し振りの出席と、本日初孫が生まれる予定です。 

○野田三郎君・今村浩昭君 

塩井さんの卓話を楽しみにしております。 

○濱田定勝君 

本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルで

す。 

 

会員卓話（塩井泰明会員） 

「動物・人」 

 

最初にペンギンの話をします。(写真) フンボルトペンギンで

す。ペンギンは太っちょの意味だそうです。フンボルトは南極

大陸から北上するフンボルト海流から名前が付いています。

南アメリカ大陸の西側海岸に群れで生息し、イカやイワシな

どを食べ体高５０～５５㎝体重４～５㎏ほどになり、とても夫婦

仲が良くてそのペアは変わりません。石の割れ目や崖の下

などに巣をつくり２個の卵を交代で抱きます。ペンギンは足

の上で卵を抱くと思っていませんか？足の上で卵を抱くのは

１８種類の中で皇帝ペンギンと王様ペンギンの２種類だけで

す。南極大陸と近くの海にいつもいるのは皇帝ペンギンとア

デリーペンギン２種類だけです。

 

写真の子は今抱卵中のメスと思われます。嘴（くちばし）が小

さめでお腹が汚れているのと、お腹の所に割れ目が有るから

です。この割れ目は抱卵か換羽の時期しか見れません。お

腹に羽の生えていない所があり卵を直接温めます。 

一つ問題です。群れで回遊し、いつもの所に繁殖のために

上陸したら自分の相手がいなかった時どうするのでしょう

か？ 

①海岸でずっと待つ ②一人で先に行く ③次の相手を探

す 

答えは③です。人間のように感傷に浸っている時間は無いよ

うです。２個の卵を産みますが２羽共成長することは少ない
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です。親は元気な子に餌を与えます。生まれてすぐから実の

兄弟と生死をかけた戦いをしています。 

 次に、長い飼育生活の中で疑問を持っていたことが有りま

した。それは「動物と人どこが違うんだろう？」そのきっかけが

ホオジロカンムリツルでした。一夫一婦で非常に仲が良く交

互に卵を抱き、雛が生まれるとお母さんは雛の前に餌を落し

たりくわえたりして食べられるのを教え、危機がくると体を小さ

くし逃げることを教えます。オスは死に物狂いで私達にむか

ってきます。本当に子供を大事にします。私達が見習うべき

ほどです。しかし子供が大きくなり子離れの時がくると、オス

は子供を出て行けと嘴でつつきますが、動物園ではフェンス

が有り出れません。それでもつつき子供は死んでしまいます。

〈このギャップはなんだろう〉と思いました。又アシカ科のオタ

リアは羨ましいことに１０～３０頭ほどのハーレムを作ります。

ボスがお産しやすい所に陣取り周りでメスがお産をします。

お産の後１か月ほどで全てのメスに飲まず食わずで交尾しま

す。その間も周りの若いオスたちと壮絶な戦いをしています。

メスは他のメスを押しのけボスの近くに入っていきます。それ

は中心部が安全だからです。又ライオンの群れは、ボスと数

頭のメスとその子供達でできています。若いオスがボスに挑

戦し、勝ったら新しいボスは最初に前のボスの子供を殺し母

親と交尾します。子供がいなくなるとメスは発情するからで

す。 

 今までの動物を見て私の出した結論は極論ですが、動物

の世界を支配しているのは〈自らの遺伝子を何としても残そう

とする本能とそうする為の力〉だと思いました。又動物たちは

自らに利害の無い者たちには取ってきた餌は与えません。

先日今村さんと内牧に水害のボランティアに行ってきました。

一日と半日だけで何にも役に立たず、体力と気力の無さを

痛感し帰ってきましたが、たくさんの若者達が暑く臭い中で

汗まみれ泥まみれになって黙々と働く姿を見て、これが人だ

と、動物との違いだと思いました。私たちは愛や夢や希望や

努力や、感謝や神仏やその他目には見えないものを信じる

能力が有り、それが素晴らしいものだと知っています。又妊

娠していようと四季を選ばず昼夜を問わず、時間に関係なく

どんな場所でも繁殖行為ができるのは人間だけです。その

かわりに人には反省と恥じらいとを与えられていると思います。

動物たちを知れば知るほど本当に人間で、人で良かったと

思いました。私も人として生きていきたいものだと心から思い

ました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉田辰彦氏 安全功労者内閣総理大臣表彰を祝う会 

9 月 4 日（火）18：00～ 於:ホテル日航熊本５F「阿蘇」 

当クラブ会員も多数出席の祝賀会でした。杉田会員誠に

おめでとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】    

９月１７日（月) 祝日に付き休会 

９月２４日（月） 観月会 

１０月１日（月） 新入会員卓話 坂本幸樹君 

１０月８日（月) 祝日に付き休会 

１０月１５日(月) 米山奨学生卓話 ブ・チェン・ゴク君 

１０月２２日(月) 外部卓話 濱田龍郎様 

（九州ラーメン党理事長） 

 

 

 


