
 
 

 

 

 

 

第３１回例会記録(通算第 2559 回)  

平成 25（2013）年４月１日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

海外青年協力隊 山田麻樹様  

熊本南 RAC会長 広瀬祐樹君  

熊本南 RAC幹事 山田佳澄君 

 

 

 

3. 熊本城マラソン実行委員会よりお礼状が届いておりま

す。 

４. 熊本市国際交流会館より４月催物のご案内が届いて

おります。 

5. NPO法人くまもと温暖化対策センターから「わくわく温

暖化防止 第２号」が届いております。 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５９名 ４２名 73.68％ ８１．０３％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本東 RC～創立25周年記念例会の為時間変更 

[変更前] ４月８日（月）１８：３０～ 

 

 

 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

前回の例会は所用のため欠席をし、大変失礼を致しま

す。今日は 4/1、年度初めの日でもあります。我社でも新社

員が入り、入社式を行いましたが大変新鮮な気持ちになり

ます。今年、入社しました社員の中で、女性で営業希望の

社員がいました。長年女性の営業を検討いたしておりまし

たが、なかなか踏み切れませんでした。今回、営業に配属

をいたしました。大変期待しているところです。ある官公庁

の方に女性の登用は官公庁の場合はどうですかと尋ねた

ことがありました。官公庁の場合は管理職の試験に合格し

ないとの条件があるとのことですが、その試験をなかなか受

けてくれないとのことでした。今後、男性と同等に頑張って

もらわなければいけない時代に入ったと思っております。以

上、会長報告と致します。 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１. RI第 2720 地区 地区協議会部門別協議会のリーダー

要請の委嘱状が届いております。 

2. ガバナー会より東ヶ崎潔記念ダイヤログハウスへの募金

のお願いが届いております。 

熊本南 RAC創立 30周年おめでとうございます。益々の発展を祈念します。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 松村新二様 

（熊本市消防局）  

        

  
 

４/８ 花見の会＠江藤ボートハウス 

４/１３ 米山オリエンテ－ション 

４/１４ 熊本南 RAC３０周年記念式典＠

熊本県民交流会館パレア 

４/１５ 職場訪問＠熊本ワイン(株) 

ワイン会＠松葉 

４/２０ 玉名中央ＲＣ３０周年 

＠ホテルしらさぎ 

４/２１ ２０１３－２０１４地区協議会 

＠人吉カルチャーパレス 
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○熊本西 RC～合同例会の為日時変更 

[変更前] ４月９日（火）１２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] ４月１０日（水）１２：３０～ 

○東南 RC～創立記念花見例会の為日時場所変更 

[変更前] ４月１０日（水）１２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

［場 所］ 城見櫓 

○平成 RC～合同例会の為日時変更 

[変更前] ４月１０日（水）１２：３０～ 

[変更後] ４月１２日（金）１８：３０～ 

○西南 RC～合同例会の為日程変更 

[変更前] ４月１１日（木）１８：３０～ 

[変更後] ４月１２日（金） 

○西稜 RC～草刈りの為日程変更 

[変更前] ４月１５日（月）１８：３０～ 

[変更後] ４月１４日（日）不明 

 

地区協議会部門別協議会リーダー委嘱状の授与 

 

    

新世代部門長 

堀川貴史君 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（髙宮 宏君） 

「ロータリーの友」４月号のご紹介をさせていただきます。

まず、横書きのページより情報の共有と活用を促進する「友」

という題名で７ページまでロータリー雑誌の仲間たちという事

で各国の雑誌の表紙が紹介されています。次に８～９ペー

ジと「友」の活用法が出ています。最初の一宮 RC の中橋会

員は「友」を楽しい事、役に立つ事、貢献できる事、育てられ

る事等に興味ある箇所を、PDF形式に変換してパソコンに保

管し、活用されておられるとの事です。次に１０ページからは

Q＆A でロータリーの友の色んな疑問点に答えられます。１２

ページ～１９ページまではポリオ作戦という事で、インドの外

科医の活動が大きく取り上げられています。又、２２～２４ペ

ージまでは東日本大震災の支援プロジェクトのその後の記

事が出ています。３８ページには「ロータリー活動フォトコンテ

スト開催」の記事です。そこで私共の熊本南 RC も「タイプロ

ジェクト」等の写真を応募されたらと思います。次に縦書きの

方に移ります。最初に「日本人のこころと復興」という宗教学

者の山村哲雄さんの記事が出ています。特に私も初めて知

ったのですが、「夕焼け小焼け」という童謡が仏教の根本的

な思想と根本的な考え方の全てが含まれているという事を知

りましてビックリしました。よく読んで頂くと、良く理解出来るよ

うに解説してあります。さらに子供は放置すると野生化すると

いう記事にもビックリしました。この事を防ぐために①スポーツ

②軍隊組織③宗教と出ています。最後に２４ページに熊本

の本渡 RC のよみがえれ椿の島天草という記事が出ていま

す。 

 

●国際奉仕委員会（今村浩昭君） 

台北大同扶輪社訪問のご報告 

姉妹クラブ協議会 

○日 程：３月２７日水曜日 17:45～ 

○出席者：塚本元会長、鈴木元会長、河口元副会長、 

野口会長エレクト、今村  大同側：洪会長他８名。 

○協議決定内容 

・台北大同扶輪社３０周年記念式典の開催  

2014 年 4月 10 日(木) 

・姉妹クラブの任期更新締結 2014 年 4 月 9 日(水) 

・短期青少年交換留学生の受入：2013 年 8 月 5 名程度 

 

台北大同扶輪社２９周年記念式典 

○日 程：３月２８日（水） 18:00～ 

○実施内容 

・熊本南ロータリークラブからのスマイル 

・野口会長エレクトの祝辞 

＊来年の 4月 10日には、たくさんの南ロータリーの方と共

に参加させて頂くことをお約束して帰って参りました。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

・４月８日花見の会のご案内 

・５月２５日ゴルフコンペのご案内 

 

熊本南ローターアクト創立 30 周年記念式典のご案内及び

活動予定周知  

熊本南 RAC会長（広瀬 

祐樹君） 

熊本南ローターアクト

クラブは、提唱クラブで

ある熊本南ロータリーク

ラブの皆様のお力添え

のおかげで、今年度で、
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創立 30 周年を迎えることとなりました。心より感謝申し上げま

す。その記念式典を、きたる 4 月 14 日、日曜日にパレア 9

階第一会議室で開催致します。受付が 9：00 から始まり、記

念式典が 9：30 から 12：00 までとなります。今後、アクトの活

動を更に深めることを目的とし、テーマを｢ノーマライゼーショ

ン｣として掲げ、熊本機能病院の山本ゆきふみ様による障害

者スポーツ支援に関する講演会を予定しております。現在、

案内及び登録用紙を配布して、出欠を確認している状況で

すが、熊本南ロータリークラブ、皆様の全登録を頂ければ幸

いです。ご多忙のことと存じますが、ご協力の程、何卒宜しく

お願い申し上げます。また、先日 3月 21日木曜日に 3月第

2 例会を開催致しました。内容はロータリー卓話で、渡辺様

に卓話をお願いし、とても有意義な時間を過ごすことができ

ました。工藤様、原様におかれましても、ご多忙中にも関わら

ず、ご参加いただき誠にありがとうございました。この場をお

借りして御礼申し上げます。その際に、ロータリー、ローター

アクト、インターアクトを含めた合同の清掃活動について原

様と打合せをさせて頂きました。5月若しくは 6月に開催でき

るよう準備を進めていく予定です。詳細が固まり次第再度ご

案内をさせて頂きますので、こちらもご参加の程、宜しくお願

い致します。本日は、貴重なお時間をありがとうございまし

た。 

 

2013-2014年 RI 第２７２０地区会長エレクト研修セミナー 

3月16-17日「グループ討論」の報告 （寿崎肇 PG） 

 先週の野口会長エレクトのお話は赤山ガバナーエレクトの

ように迫力があり、赤山エレクトのお話を伺ってるようでした。

挑戦し、未来の夢の為に良き友を得て、ロータリーを学び、

奉仕を実践しようが第２７２０地区のスローガンです。私はそ

のセミナーの中でグループ討論に参加し、報告を致します。

そのグループのテーマは「“ロータリー魅力の探求”語ろう私

の心に残るロータリー体験」でした。会員増強の為には素晴

らしいテーマでした。６つのグループを作る予定が佐伯人吉

の１２名の会長エレクトのｸﾞﾙｰﾌﾟに呼び止められ、そのグル

ープで勉強させて頂きました。皆様の体験談は百人百様の

素晴らしいお話ばかりでした。最後に私が指名されましたの

で、熊本南 RC で昨年行われました「本音で語る職業奉仕」

での会員増強にもつながるロータリーの魅力をお話しました。

私の体験です。３０歳代の頃、佐伯 RC に入会し経営などの

悩みを先輩によく伺いました。職業奉仕委員長が例会の時

お隣に座り、職業奉仕についてのお話をよく伺うことが出来

ました。経営にも使った「最もよく奉仕するもの最も多く報い

られる」の「奉仕」でした。その頃でした、４つのテストに反す

る商売をやめよう、と。チラシで「正札販売宣言」を出しました。

その文案は「私は間違っておりました。まけろと言われるお客

様には安く売り、私の店の値段を信用して下さるお客様には

高く売っておりました。今日を限りそんな商売はやめます

云々」でした。このチラシを出そうと決意した時には売上はゼ

ロになるかも、店が駄目になるかも、など思ったものでした。

結局繁盛店の見本のようになりました。４つのテストが勝ちま

した。どなたも一緒と思いますが、若い頃の経営は悩みばか

り続きました。ロータリーの教えが助けて下さいました。「本音

で語る職業奉仕」をもう一度やって頂きたいものと思います。

熊本南 RC の魅力にして頂きたい。もう一つの話、タイ北部メ

コン河の流域の小学校で井戸を掘り、キレイな水の提供で

す。メコン河上流が中国の工業地帯で浅い井戸では水が飲

めないので深い井戸を掘り、小学生から喜ばれ近所の家庭

にもこの恩恵を被る熊本南 RC の国際奉仕、又小学校の生

徒の中に21歳の娘もいました。この地域は人身売買の地で

もあり、熊本南 RCの会員25名が里親となり支援しております。

時間が短かったので、かいつまんで申し上げました。グルー

プ内でのお話が終わり、全員集合で各班の発表がありました。

人生の為にも事業の為にも勉強になる事ばかりでした。私な

んかロータリーにどっぷり浸かっているので魅力とか素晴らし

さが見えにくい。こうして「入りて学び出でて奉仕せよ」を学ば

して頂く事が「奉仕」とは私流で昔から「相手に喜んでもらうこ

とをやり続ける」と経営でも今も実行しております。ロータリー

のこの標語がどこから出てきたか申し上げます。1917年に米

国が第一次大戦に参戦します。戦争で被害者が出ます。こ

の年にロータリー財団が呱々の声をあげます。そしてこの頂

から社会奉仕が強く叫ばれるようになりました。それまでの職

業奉仕派の人々と、ロータリーは世の為人の為と社会奉仕

派の人々との対立が激しくなった時の1923年の国際大会で

利己と利他の調和の意味が出来たのが俗に決議23-34と言

われるものです。これは手続要覧の中の社会奉仕の章の中

に「社会奉仕に関する1923年の声明」があります。最初に

「次の声明は1923年国際大会で採択されたもの云々」と続き

１）ロータリーは基本的には一つの人生哲学であり、それは

利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人のために奉仕した

い、という感情との間に常に存在する矛盾を和らげようとする

ものである、この哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、

これは「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる」という実践

的な倫理原則に基づくものである。そして次の２）の中に、第

一に団体（ロータリー）で学ぶこと、とあります。時間を頂きあ

りがとうございました。これで会長エレクト研修セミナー「グル

ープ討論」の部の報告を終わります。 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君・堀川貴史君・ 

原 裕一君  

  本日の卓話者・山田麻樹様に心から感謝します。  

当クラブへの来訪者・熊本南 RAC の広瀬様、山田様を歓

迎いたします。 

○杉田辰彦君 

本日の卓話者・海外青年協力隊 山田麻樹様に心から感

謝します。 

○渡邉秀章君    

海外青年協力隊の山田様のご来訪、心から歓迎いたしま

す。本日、新年度スタートで会社行事があり、途中退席さ

せていただきます。申し訳ございません。 

○松本嘉七君 

この度待ちかねておりました、初めての曾孫が生まれまし

た。3.2ｋｇの男の子でした。これで子ども 4人、孫 8人曾孫

1 人の大家族となりました。今後ともよろしくご指導の程を

お願いします。 

○藤見泰之君  Ⅹ 

先日は、亡き父の通夜・告別式に供花、弔電、ご出席頂き

まして誠にありがとうございました。皆様のご厚情に深謝申

し上げ、スマイルいたします。 
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○堀川貴史君 

4 月より長女が久留米大学、長男は第二高校に進学が決

まりました。皆様のご支援ありがとうございました。今後の

活躍に期待しています。 

 

○寿崎肇君 

3 月 30 日本妙寺の桜灯籠は大盛況で、裏方の崇城大学

の学生さんのお陰でございました。参道から本堂までが

12 回目ですが、今回が最も盛況のようでした。皆様のお

陰でございます。感謝してスマイルさせて頂きます。ありが

とうございました。 

○野田三郎君・濱田定勝君・田川憲生君・木村弘訓君・ 

堀川貴史君  Ⅴ 

濟々黌残念でした。勝てた試合だったのに・・・夏に引き

続いての健闘に感謝してスマイルです。今年の夏も頑張

ってくれる事を期待しています。 

○園田修司君    

先週土曜日にここ、ホテル日航で披露宴を開催させて頂

きました。皆様がご存知の諸事情もあり、極、近い方のみ

での式となりましたが、とても良い披露宴になりました。お

忙しい中、出席いただいた方、又、ロータリアンの皆様に

感謝しスマイルいたします。 

○坂本幸樹君    

6 月 9 日に日航ホテル阿蘇の間で披露宴を予定していま

すが、案内状が遅れていまして、まだ郵送していません。

お詫びのスマイルです。 

○現王園敏伸君    

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○平尾豊幸君    

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

外部卓話（玉田光識君） 

「フィリピンの商習慣とフィリピンにおける日系企業のトラブ

ル事例」 山田麻樹様（海外青年協力隊） 

1. 自己紹介 

熊本県宇城市出身。立命

館アジア太平洋大学アジ

ア太平洋学部卒業。 

大学卒業後、工業系専門

商社の物流部門に2年間

勤務。その後青年海外協力隊の村落開発普及員としてフィ

リピンで2年間活動。昨年10月期帰国後、フィリピン製品の輸

入業（Girls, be Ambitious）を始める。 

2. フィリピンの概要 

フィリピンの面積人口は、共に日本の８割程度。7千以上の

島を有し、言語も公用語である英語、タガログ語の他に、100

程度の現地語がある。宗教はキリスト教徒が人口の90％を占

めているが、南部のミンダナオ島にはイスラム教の人々が住

んでおり、多様な文化を持った国である。 

3.フィリピンの産業 

近年フィリピンの経済発展は目覚ましく、2013 年の GDP 成

長率は 6.3％と予想されており，他の ASEAN 諸国に比べて

も高い成長が見込まれている。特に近年発展してきたフィリ

ピンでの産業は、コールセンターと語学学校である。どちらも、

英語が堪能な優秀な人材を安価に雇える為、フィリピンで大

きな産業となっており、特にコールセンターはインドを抜いて

2011 年からは世界一のコールセンター国となった。 

4.日系企業のトラブル事例 

フィリピンでは、会社や資産を外国籍の人が保有する事は出

来ない。その為、会社をフィリピン人の経営にする必要があり、

土地や資産などはリースという形でしか外国籍の人が持つ

事はできない。その為フィリピン企業と提携等を行う際トラブ

ルになるケースもある。フィリピン企業との合弁会社を作った

際、フィリピン企業の有利になるような事業展開を余儀なくさ

れ、フィリピン側企業が利益を囲い込むという事がおこってい

る。設備投資を行ったりする事も同様で日系企業が投資した

設備をフィリピン企業の資産にしてしまうという事も起こって

いる。またフィリピンにある日系企業が数年かけて育てた優

秀な人材が、アメリカ企業にヘッドハンティングされているケ

ースも近年おこっている。その他、フィリピンとの取引を行っ

ている日系企業は、取引条件の不一致や設備投資に関わる

所有権等の問題でフィリピン企業との取引をやめてしまうケ

ースもある。 

5.フィリピン経済発展のプラス要因とマイナス要因 

フィリピン経済発展のプラス要因は、一般的に言われるのは

豊富な労働力と強い消費志向である。貯蓄の意識が近隣諸

国に比べて低い為、内需拡大が早いのである。またミンダナ

オ島を中心に活動していた反政府組織との和平交渉が締結

したので、フィリピンの安全性も向上し、益々の海外企業の

進出が見込まれる。更には、フィリピン人の語学能力や理解

力の高さ、総合的な能力の高さがあり、非常に経済発展の

プラス要因は多い。一方で、海外で働くフィリピン人からの仕

送りに依存している所もあり、政府も海外出稼ぎを支援して

いる事もあり、フィリピン国内できちんとした経済基盤が作れ

るかどうかが、今後のフィリピンの経済発展が継続出来るか

どうかの鍵となっている。 

 

【例会予定】 

4/15 外部卓話 光輪寺住職 岩男愼治様 

4/22 外部卓話 元県会議員 野田将晴様 

5/13 外部卓話 熊本保健科学大学学長 小野友通様 

5/20 外部卓話 ロアッソ熊本 池谷友良様 

 

 

 


