
 
 

 

 

 

 

第 1回団体戦優勝おめでとうございます！＠第５回熊本中央ＲＣチャリティーコンペ 

4.堀川貴史副会長を委員長としました 2014 年熊本市域 RC 新春

合同例会実行委員会の設立。以上でございます。 

さて、来年 4月 9日に創立 30周年を迎えられる姉妹クラブの台北

大同扶輪社より、会長を含め会員 4 名の皆様が、2014 年 4 月 10

日に開催されます記念式典のご案内のために 11月 5日に来熊さ

れます。つきましては 11 月 5 日（火）新茶家において歓迎会を開

催いたします。是非、多くの会員の皆様に出席いただきたいと思

います。最後に本日、第 2 回クラブ協議会がございます。入会 2

年以内の会員の方は、是非ご出席くださるよう希望します。熊本

南ロータリークラブの奉仕活動がお分かりいただけると思います。

新入会員はこのような体験の中で親睦を深め、貴重な体験を得て

初めて立派な会員になっていかれます。参加しなければ良い結

果の可能性は生まれません。ロータリアンとしての貴重な体験は

財産となることでしょう。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1.熊本東南ＲＣより創立 30 周年記念式典のご案内が届いており

ます。 

2.熊本県暴追センターより「第25回熊本県暴力追放県民大会」の

案内が届いております。 

3.次回（11/4）例会は祝日のため休会です。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

10 月 26 日、27 日の両日、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、

水俣市にて「第 33 回全国豊かな海づくり大会」が開催されまし

た。つい数時間前まで両陛下の御宿泊所でありました「ホテル日

航熊本」に於きまして、今中「君が代」を唄えたことに、日本人とし

て在る運命的な特別な念いと、これからも身を引き締め歩む意識

を感じております。両陛下の御滞在中は、集中絶やされぬ日々を

お過ごしでありました、田川会長エレクトの天皇皇后両陛下への

御仕えは私達会員にとりましても、大変名誉なことでございまし

た。ありがとうございました。報告が遅くなりましたが、8月 3日より 8

日までの 6 日間、台北大同扶輪社からの短期交換留学生を温か

く迎えてくださり、ホストファミリーとしてご尽力いただいた坂本研

一会員・馬場大介会員・丸山浩之会員、そして、それぞれのご家

族の皆様へは心より感謝いたしております。この事から、熊本南ロ

ータリークラブを代表いたしまして本例会にて謝礼を授与させて

いただきます。 

先週の理事会において承認されました件が 4つございます。 

1.長期欠席者 2名を認める。 

2.ガバナー公式訪問は熊本西稜ロータリークラブとの合同例会。

3.タイプロジェクトにおいて支援金（奨学金）の前倒し授与を認め 

 る。 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.ガバナーアドレス 

         

  

        

  
 

１１/１６ 職業奉仕セミナー 

＠熊本学園大学 

１１/１８ 熊本市域 RC新春合同例会打

合せ会＠ホテル日航熊本 

１２/１ ゴルフコンペ 

＠くまもと中央カントリー 

１２/２ 年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本 

 

第１２回例会記録(通算第 2580回)  

平成 25（2013）年１０月２８日  

  

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

熊本中央ＲＣ  平田耕一様 

熊本西ＲＣ    石井昭男様 
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4.熊本市国際交流会館より11月催物のご案内が届いております。 

5.11/1事務局員所用のため終日不在となります。ご迷惑をお掛け

しますが、よろしくお願いいたします。 

 

出席報告（坂本幸樹君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ３５名 63.64％ ８８．８９％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 2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 

○熊本西稜ＲＣ～合同例会のため時間変更 

[日  程] １１月１１日（月） 

[変更前] １８：３０～ 

[変更後] １２：３０～ 

○熊本水前寺公園ＲＣ～知事公舎見学のため場所変更 

[日  程] １１月１３日（水） 

[場  所] 知事公舎 

○熊本りんどうＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] １１月１４日（木） 

[場  所] 日本銀行 

○熊本中央ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] １１月１５日（金） 

[変更後] １１月１９日（火） 

○熊本水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] １１月２０日（水）１２：３０～ 

[変更後] １１月１７日（日）７：３０～ 

[場  所] 江津湖 

○熊本菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] １１月２０日（水） 

[変更後] １１月１７日（日） 

[場  所] KKWING 

○熊本西南ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] １１月２１日（木） 

[変更後] １１月１９日（火） 

○熊本りんどうＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １１月２１日（木） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １９：００～ 

○熊本平成ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １１月２７日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] 詳細未定 

 

 

 

○熊本水前寺公園ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] １１月２７日（水）１２：３０～ 

[変更後] １１月３０日（土）１９：００～ 

[場  所] くまもと森都心プラザ 

○熊本りんどうＲＣ～昼例会に変更 

[日  程] １１月２８日（木） 

[変更前] １９：００～ 

[変更後] １３：００～ 

 

第５回熊本中央 RC チャリティーコンペ 

第１回団体戦優勝トロフィー授与 （熊本中央ＲＣ 平田耕一様） 

 

 

 

 

 

団体戦での優勝おめでとうございます。また、個人では井上雄一

朗会員が第５位と大健闘でした！ 

 

新入会員自己紹介 2回目（星野知之君） 

こんにちは。愛知より今回初の支

店長職として熊本に赴任いたしました。

できる限り例会には出席し、色々な活

動にも参加して行きたいと思っており

ます。前回もお話しいたしましたが、

趣味のひとつはゴルフです。１０月に入ってから２回コースを回りま

した。地域のお客様以外とのお付き合いの場ともなりますので、コン

ペ等にも参加したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

委員会報告 

●ＲＡＣ委員会（馬場大介君） 

熊本南ＲＡＣ例会のご案内 

１１/７（木）２０：００～西部ガス様の

会議室をお借りしてＲＡＣ例会を行

います。今回は(株)熊本放送様にご

協力いただき、アナウンサーの木村

和也様の卓話を予定しております。多数のご参加をお待ちして

おります。 

 

●職業奉仕委員会（井上雅文君） 

今年度第１回目の職場訪問を開催いたします。多数のご参加を

お待ちしております。 

  １２/９（月）九州中央リハビリテーション学院様にて 

  １４：３０現地集合（駐車場がございます） 

現地へ直接行けない方はお知らせください。 
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●雑誌委員会（今村浩昭君） 

ＲＩ会長メッセージより  

１０月は、職業奉仕月間です。職

業奉仕は、「ロータリーの目的」第２

の項目「職業上の高い倫理基準を

保ち、役立つ仕事はすべて価値あ

るものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにすること。」をルーツにしています。私たちの仕

事は、社会に奉仕するひとつの手段である、というのが職業奉仕

の考え方です。私たちロータリアンの仕事が社会や地域に貢献す

ると共に、個々に高い倫理基準を保持することで、私たち全体の

信望が共有できる、という RI会長メッセージです。 

職業奉仕 ロータリーの神髄より 

・職業奉仕とは、「あなたの職業を通じて他人を助けること」 ロータ

リーと他の奉仕団体の決定的な違いは、職業奉仕の概念を持っ

ていることです。ロータリーは、奉仕する心を持って職業を営むべ

し、金儲けと奉仕はベクトルが違うがその「心は一つだと考えるの

であります。すなわち倫理的な金儲けをするということです」 

・ロータリアンはもともと高い倫理観を持って、それぞれの業務を遂

行する立場にあり、その業務を持って社員やお客様や地域社会

に貢献していく立場にあります。 

よねやまだよりより 

沈さん（米山学友）「たとえニュースで戦争になりそうな報道がされ

ていても、民間の交流がしっかりと根を張っていれば、多分そこに

は至らない。そういう意味で、民間交流とは真の国際平和、交流を

実現する、とても重要な役割を担っているのだと思います。 

シドニー不思議な大陸より 

２０１４年国際ロータリー年次大会は、６月１日から４日に開催され

ます。野田ガバナーが正式承認されます。 

絶えたるを継ぎ廃れたるを興すより 

・学校統合とは、この地にある誇りある教育をたち上げるのだ、とい

う筋金を入れてくださったのがロータリークラブの皆さんでした。 

・「自分はダメだと思っている」日本の高校生 65.8％ 中国 12.7％ 

米国 21.6％ 中国、韓国、台湾、アメリカで共通しているのは、

「国を自分たちがつくる」という若者のプライドです。この国が絶

やしたもの、廃れさせたもの、その最大のものは「愛国心」です。 

ロータリークラブの皆さんの言葉をいただくなら、「奉仕の精神」

「貢献する心」と言ってもいいと思います。この国が絶えさせ廃れ

させた大切なものを取り戻すのは、ロータリークラブの精神や行

動力から学ぶことだと、確信します。「あんな人がいた」というトッ

プイメージを心に刻むことです。 

 

●スマイルボックス（現王園敏伸君） 

○平田耕一様（熊本中央ＲＣ） 

先日金曜日の熊本中央チャリティーコンペには多くのご参加を

いただき、誠にありがとうございました。また、団体戦では優勝お

めでとうございます。来年もまたよろしくお願いいたします。 

 

○石井昭男様（熊本西ＲＣ）   Ⅴ 

先週熊本西ＲＣからの訪問の際、急用な用件が生じ、出席する

ことができませんでした。今日はお詫びの出席といたしました。

創立５５周年、誠におめでとうございます。益々の熊本南ＲＣの

発展を祈念申し上げます。 

 

○野口泰則君・今村浩昭君・藤見泰之君・坂本幸樹君・堀川貴史

君 

熊本中央ＲＣ平田耕一様・熊本西ＲＣ石井昭男様のご来訪を心

より歓迎します。また、本日の卓話、井上雅文会員の卓話を楽し

みにしています。 

○渕田俊郎君・坂本研一君・漆島典和君 

熊本中央ＲＣ平田耕一様・熊本西ＲＣ石井昭男様のご来訪を心

より歓迎します。熊本中央ＲＣ平田耕一様、チャリティーコンペで

は大変お世話になりました。 

○杉田辰彦君 

熊本西ＲＣの石井様のご来訪を歓迎します。また、田川会員、天

皇陛下２日のご宿泊、おめでとうございました。 

○野口泰則君 

  ホテル日航熊本社長・田川会員、大変お疲れさまでした。天皇

行幸は名誉なことでしょう。おめでとうございます。 

 ○藤見泰之君・永井富士雄君・坂本幸樹君 

天皇・皇后両陛下のご来熊に関し、この度、大変な責務を終えら

れまして誠にお疲れさまでした。感服の思いを胸にスマイルさせ

ていただきます。 

○田川憲生君 

 「豊かな海づくり全国大会」で天皇・皇后両陛下がホテル日航

熊本に２泊なされました。 ご先導いたしました。すべて無事終了

したのも皆様のおかげです。感謝をこめてスマイルします。 

○渡邉秀章君 

１０月２６日、息子がコーチをしている愛知県東邦高校アメリカン

フットボール部が全国大会へ出場し、滋賀・北陸代表と試合を行

いました。今日は勝利の報告をする予定でしたが、１４－１５で惜

しくも敗れました。第４クウォーター途中まで勝っていたのですが、

パスをインターセプトされ、一気にタッチダウンされました。台風

が心配でしたが、秋空の下いい試合ができたことに感謝し、スマ

イルします。 

○園田修司君 

本日は所用のため早退いたします。井上雅文会員の卓話を聞

けなくて残念です。井上会員のご健闘をお祈り申し上げます。 

○原 裕一君 

本日の卓話が大好きな井上会員ということで、とても楽しみにし

ておりましたが、所用のため退席しなくてはなりません。お詫び

のスマイルです。 

○浅山弘康君 

本日は所用のため早退させていただきます。 

○吉本栄一君 

本日は所用のため早退させていただきます。 
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●会員卓話（渡邉秀章君） 

「職業奉仕について」 井上雅文君 

皆さんこんにちは。今年度職業奉仕

委員長の井上雅文です。宜しくお願い

します。今年入会 3年目で、ＲＣにつ

いてまだまだよく理解できていませ

んが、今回の卓話のお話を頂き、私自身、大変勉強させていた

だく良い機会となりました。田邉会員や久峨直前委員長より参

考資料を頂き、サポートして頂きました。この場を借りてお礼

を申し上げます。ありがとうございます。頂いた資料に一通り

目を通してみたのですが、時代によって表現が変わっていたり

抽象的な表現が多かったりで、私の頭ではなかなか理解するの

が困難であり、まとめるのが容易ではなかったため、頂いた資

料の中から第 2680 地区の田中毅会員の資料が大変分かりやす

く、その資料を中心に職業奉仕についてお話をさせて頂きたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


