第１３例会記録(通算第 2541 回)
平成 24（2012）年１０月２２日
九州ラーメン党の実践的なボランティアのお話ありがとうございました！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「我らの生業」

来訪者紹介
大阪 RC 塩野秀作様

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.新入会員卓話 吉行邦夫君

１１/１ 新入会員歓迎会
１１/２１ 中央 RC ゴルフコンペ

九州ラーメン党理事長 濱田龍郎様

会長報告（浅山弘康君）

例会変更のお知らせ

10 月 22 日 本年度 13 回目、通算 2,541 回目の例会です。

○平成ＲＣ～合同例会の為場所変更

本日の来訪者は大阪ロータリークラブ塩野さんです。高校

[変更前] １０月２４日（水）１２：３０～

まで熊本で生活をされておられました。心から歓迎いたしま

[変更後] １０月２７日（土）

す。例会を楽しんでいただければ幸いです。本日の卓話

[場

所] 加古川平成 RC

は九州ラーメン党理事長濱田龍郎さんです。よろしくお願
い致します。理事会報告。先週 15 日に定例理事会を開催

○平成ＲＣ～夜例会の為時間変更

致しました。藤見 秦之（ふじみ ひろゆき）氏の入会の受

[変更前] １１月２１日（水）１２：３０～

け入れを承認し、10 月 15 日から通知を致しました。11/12

[変更後] １１月２１日（水）１８：３０～

（月）11：00～新入会員インフォメーションを行い、最終的に

[場

所] ニュースカイ

入会を決定する予定です。以上会長報告です。
○りんどうＲＣ～夜例会の為時間・場所変更
幹事報告（漆島典和君）

[変更前] １０月２５日（木）１２：３０～

１．インターアクト年次大会実行委員より

[変更後] １０月２５日（水）１８：３０～

年次大会報告書の送付

[場

所] 上原農場

２．人吉RC片岡啓一様より
米山奨学生卓話お礼
３．ガバナー事務所より

○福祉ＲＣ～親睦会の為時間・場所変更
[変更前] １１月６日（火）１２：３０～

本田直前ガバナー｢言霊集｣発刊のお知らせ

[変更後] １１月２日（金）１８：００～

1冊250円、希望者は事務局まで

[場

所] 「ありさ」

○水前寺ＲＣ～博物館見学の為場所変更
[日

時] １１月１４日（水）１２：３０～

[場

所] 「九州国立博物館」

スマイルボックス（坂本研一君）
先週稲留会員より米山奨学会の善意の寄付を集められま
したがスマイル会計に入れずに事務局より米山奨学会に

○水前寺ＲＣ～江津湖・水前寺公園清掃の為

寄付させて頂くようになりました。ご報告させて頂きます。

[変更前] １１月２１日（水）１２：３０～
[変更後] １１月１８日（日）８：００～
[場

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君

所] 江津湖・水前寺公園

本日の卓話者九州ラーメン党濱田龍郎様に心から感謝し
ます。当クラブへの来訪者、大阪 RC の塩野秀作様を歓迎

○中央ＲＣ～職場訪問の為

致します。

[変更前] １１月１６日（金）１２：３０～
[変更後] １１月１６日（日）１２：００～
[場

○坂本研一君・古財良一君

所] 日商リース㈱

濱田さんのご来訪を歓迎します。また、今日の卓話楽しみ
にしてます。当クラブへの来訪者大阪 RC の塩野秀作様を

○西稜ＲＣ～職場訪問の為

歓迎致します。

[変更前] １１月１９日（月）１８：３０～
[変更後] １１月１９日（月）１１：００～
[場

○寿崎肇君

所] (有)誠商店

シカゴ、デトロイト視察は大変勉強になりました。報告書を
楽しみにしておりました OB の人たち、喜んでくださると思
います。寿崎奨学会でも私の悪い癖朝令暮改で皆様にご
迷惑をお掛けいたしました。スマイルとそーりーですみま

出席報告（現王園敏伸君）

せん。ありがとうございます。

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

３７名

64.91％

８８．１４％

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

○髙宮 宏君
先週の土曜日当ホテルで盛大な結婚式の宴会があり、有
名な化粧品会社の会長の三男の婚礼でしたが、母親の挨

欠席記録免除者 0名

拶の中で当クラブの齊藤会員を自分の婿殿に指名されま

０名（会員数には含まれません）

して、最後のお見送りにはその会長さんの横でお見送りを
されました。素晴らしいカップルの誕生かな～？もうひとつ
は顔面を少しすりむきました。これはトイプードルの散歩中
にひもが外れ我を忘れ追いかけたところひもをつかんだ

委員会報告

時に、つまずいて顔面から地面に当たりました。決して酒
で転んだり喧嘩をしたのではありませんので早々に弁解を

●親睦活動委員会（三角雄介君）

しておきます。

１１/１ 新入会員歓迎会のご案内
１９：００～ ＠那由多

○齊藤直信

１２/３ 家族会のご案内

久しぶりのホームクラブ例会出席です。
●社会奉仕委員会（赤澤 剛君）
○塚本 侃君

熊本城マラソンボランティアの件

今日は所用のため早退致しますのでお詫びのスマイルで

ボランティア希望者は RC 事務局まで。

す。
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外部卓話（九州ラーメン党理事長 濱田龍郎様）

神大震災が起きた時は、鍋と釜、飲料水、ガスボンベを車に

「ボランティアってなんだろう」

積み込み、仲間と一日以上かけて現地に入って行政の手が
届かない被災地を中心に車を走らせ、寒さの中、被災地で
温かいラーメンを食べていただきました。大変な労力とお金
がかかりました。でも、一杯のラーメンを心から喜んでくれる
人たちを前にして苦労も吹き飛びました。昨年末から今年の
初めにかけては、派遣職員がリストラされてできた、東京の派
遣村にも行ってラーメンを食べていただきました。いろいろな
辛い思いをしている時に、1 杯の温かいラーメンを食してい
ただき心を安らいでいただきたかったからです。
■ そよかぜ福祉作業所について
平成 11 年に九州ラーメン党が NPO 法人として認可された
翌年にメンバーが提供してくれた空家を改装して通所型の

■ ボランティアで無償のラーメンを提供しようと思ったきっか

作業所「そよかぜ福祉作業所」を発足させました。障害等を

け

もつ人に少しでも社会参加してもらいたいのと自立支援を目
ラーメン屋を始めて 4 年目（平成元年）の春、店の近くに障

的に、作業所で製造した、弁当、惣菜、自家菜園野菜、自家

害者福祉施設ができることになり、完成間近のその施設に初

製パン、クッキー、コーヒーなどを障害者とともに販売してい

めてラーメンを出前に行った時のことです。少年が、何か叫

ます。障害等をもつ人が自分の好きな時間に作業所に来て、

びながら突進してきました、私は訳もわからず怖くなって岡

できる仕事を可能な限りがんばって、給料をもらい社会に参

持ちを置いて後ずさってしまいました。少年は、なおも何か

加している喜びを感じて、自立へと向かってもらいたいのと、

言いながら、笑顔で手を差しだして岡持ちを握って先に歩き

みんなの笑顔を見たいというのが方針です。

始めました。重度の障害を持った少年が、ラーメン屋さんの
お手伝いをしたいという素直な気持ちがとった行動だったこ

■ お店がないのですが、濱田さんはラーメン屋？

とを、施設の職員に知らされた私は、怖がってしまった自分

「福ちゃんラーメン」というお店をやってました。とは言って

への恥ずかしさと、少年の後ろ姿に「人は誰でも人のために

もほとんど家内に任せっきりで、私は、作業所やボランティア

できることがあるんだよ」と教えられたような強い衝撃を受け

にかかりっきりでした。ボランティアのやりすぎで店を潰したと

たのです。1 か月後施設の給食室が完成し出前の必要がな

言われるのが勲章だとさえ思っていました。おかげさまで、出

くなるまで、何度となくラーメンを出前したのですが、その都

張支援ラーメンと作業所が軌道に乗り、2 年前に店をたたむ

度少年をはじめ、多くの子供たちが岡持ち運びを手伝ってく

ことができました。

れました。給食室が完成した後、しばらくして寂しくなった私
が、出前のお礼を兼ねて、施設の子供たちと職員の皆さん

■ 現在では、出張ラーメンでしか、濱田さんのラーメンは食

全員を店に招待しました。20 人も入れば満員の店内に 50 人

べられない

近くの人が入り、立ったまま目をキラキラさせながら「おじちゃ

今では、養護学校の学園祭等をはじめ色々なイベントに

んおいしいありがとう」と言ってラーメンを美味しそうに食べて

呼んでいただいています。そこにお越しいただければ、有料

くれました。このときの感動が、きっかけですね。

ですが食べられます。催しの内容によって値段は変わります
が、ほとんど材料費、高熱費、雑費程度の価格です。利益が

■ NPO 法人九州ラーメン党について

出た部分は、障害者支援やボランティア（支援）ラーメンに回

福祉施設での出来事がきっかけで、ボランティアの心が芽

させていただいています。グランメッセ熊本でくまもとラーメン

生えた私は、徐々にいろいろな方々にラーメンを提供してい

まつりが開催され、第１回、第２回と出店しました。

ました。そのことが噂になり新聞やマスコミに取り上げられた
りしたのですが、ラーメン屋の営業目的でやっていることでは

■ ボランティアラーメンの味

ないので困惑していました。しかしおかげで多くの方達との

基本的には、とんこつベースのみそ味なのですが、配る対

出会いがあり、私の呼びかけに、志を同じくした同業者や食

象者によっては、いろいろ変える場合もあります、流動食の

料品店経営者、農家の人たちが集まっていただき、平成４年

方にはミキサーで「おかゆラーメン」を作ります、キザミ食のお

に設立しました。それ以来、障害者や高齢者施設を車で訪

年寄りには、小さく刻んだ「キザミラーメン」、糖尿病の方には、

れ、本格ラーメンを届けています。また、平成１１年には県内

「減塩ラーメン」だって作ります。もともとは熊本ラーメンの王

で最初の NPO 法人として認可されました。平成 7 年１月に阪

道、こってりとんこつ味だったのですが、とんこつベースのみ
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そ味に変わったのは、阪神大震災での支援がきっかけでし
た。関西方面の方々には、とんこつスープは「匂いがきつす
ぎて食べられない」といったご意見がお年寄りを中心に多く
ありまして、困惑して思案したあげく、とんこつスープに味噌
を混ぜたところ、美味しいと評価をいただけたのです。それ
以来、日本のどこに行っても受け入れていただける味噌味を
採用したのです。
■ ボランティアラーメンとは？
私は、ボランティアラーメンを日本一のラーメンと思ってい
ます。日本中に、高級の食材や製法など、作り手こだわりの
おいしいラーメンはあると思いますが、私の提供するラーメン
は、ラーメンに使ってくださいと食材を提供していただく方々
の思い、作り手の思い、そして食べていただく方々の思いの
融和したラーメン、命の重みを感じていただけるラーメンだか
らです。どこにも負ける気がしません。九州ラーメン党を通じ
てたくさんの素晴らしい出会いがありました。そしてその出会
いは、今も続いています。１つの出会いと感動がある限り、私
は、走り続けます。
【例会予定】
「ＷＥＢ情報誌『ＯＫＩＫＵＭＡ』より」

１１月５日(月)

新入会員卓話 坂本幸樹会員

１１月１２日(月) IAC 卓話
１１月１９日(月) 外部卓話 鶴島厚子様
（ポラリスフォーシーズン代表取締役）
１１月２６日（月） 外部卓話 出田隆一様
（出田眼科院長）

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：１１月１日（木）20：00～21：30
場所：西部ガス株式会社 熊本支社（3 階大ホール）
熊本市中央区萩原町 14-10
内容：未定

○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７日(水) １６：００～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
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
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