
 
 

 

 

 

 

塩井世界社会奉仕委員長よりタイプロジェクトの報告でした。（卓話より） 

塩井会員と同行できたタイプロジェクトは、とても良

いものになりました。この度のタイプロジェクトにお

きましても「奉仕の気持ち」は育まれ、「奉仕の理想」

を具現する大きな財産となりました。本日の塩井会員

の卓話「タイプロジェクトの報告」にご期待ください。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 1/8熊本市域 RC 新春合同例会 会計報告を回覧いた

します。 

2. 熊本城東 RC より「第3回 親子ボート大会」開催の

ご案内が届いております。参加希望の方は事務局 

東までお知らせください。 

3. 人吉 RC より川上哲治氏「私の野球人生」が届いて

おります。 

4. 2014年国際ロータリー年次大会旅行募集案内が届い

ております。申込希望の方は事務局 東までお知ら

せください。 

  

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

  本日はひな祭りです。いよいよ春の到来です。子供

達の健やかな成長を願い祝う祭りでしょうか。今日の

卓話は、世界社会奉仕委員長の塩井会員です。長い間、

動物園に勤務なさっており、とても優しく立派な方で

す。仕事一筋で過ごされて旅行に不慣れな塩井会員で

すが、今回のタイプロジェクトでは本領を発揮なさい

ました。「奉仕の理想」という語は、ロータリーの基

となっているものでありますが、「理想」というと、

現実には到達し得ない完全な状態というように考えら

れます。例えば「理想」という語を「観念」という語

に取り替えてみたらどうでしょうか。そして、もっと

優しく表現すれば「奉仕の気持ち」というものであり

ます。この「奉仕の気持ち」を育成することがロータ

リーであります。自分のために利益を得ようとする欲

望と、他人に対して奉仕をしようという義務感と、そ

れに伴って起こる心の争いを和解させようとするロー

タリーの根本的な「奉仕の理想」を効果的に表現して

いるものとして「相手の身になって人のために尽くす」

いわゆる「利他の心」に辿り着くのであります。 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 北口 誠君 

 

              

  

        

  
 

３/１５－１６ 2013-14年度地区大会 

＠人吉 

３/２１－２２ 会長エレクト研修セミナー 

      ＠大分県労働福祉会館 

３/２４ お花見の会 

３/２６ ゴルフ研究会コンペ 

＠熊本空港 CC 

４/１０ 台北大同RC創立 30周年記念式

典＠台北 

 

 

第 26 回例会記録（通算第 2594 回）  

平成 26（2014）年３月３日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 

 

 

 

  

 



 2 

 

出席報告（永井富士雄君） 

 

 

会員数 

出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ４３名 75.44％ ８７．５０％ 

出席規定適用免除者 5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 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[変更前] ３月１０日（月）１８：３０～ 

 

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] ３月１１日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月１１日（火）７：００～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

 

○平成ＲＣ～地区大会のため日程変更 

[変更前] ３月１２日（水）１２：３０～ 

[変更後] ３月１５日（土）～１６日（日） 

[場  所] 地区大会＠人吉市 

 

○水前寺公園ＲＣ～地区大会のため日程変更 

[変更前] ３月１２日（水）１２：３０～ 

[変更後] ３月１５日（土）～１６日（日） 

[場  所] 地区大会＠人吉市 

 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ３月２５日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月２９日（土）１２：００～ 

[場  所] 寺田邸 

 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ３月２６日（水）１２：３０～ 

[変更後] ３月２６日（水）１９：００～ 

[場  所] 城見櫓 

 

○西南ＲＣ～姉妹クラブ答礼訪問例会のため時間変更 

[変更前] ３月２７日（木）１２：３０～ 

[変更後] ３月２７日（木）１８：３０～ 

 

委員会報告 

●ロータリー財団委員会（星野誠之君） 

ロータリー財団100ドル寄付のお願いがございました。 

 

 

 

●米山奨学会委員会（田邉信一君） 

   

 

 

 

 

 

 

  2013-14年度米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君へ

最終奨学金の支給・修了証及び感謝状の授与が行われ

ました。ジャスティン君の今後のご活躍を会員一同心より

お祈り申し上げます。 

 

●親睦活動委員会（坂本研一君） 

 ［結婚祝］                ［誕生祝］ 

永井富士雄君  3.2           川越 武君    3.3 

丸山浩之君    3.2           今村浩昭君    3.4 

高宮 宏君    3.6           漆島典和君    3.9 

稲留 穂君    3.15          後藤 博君    3.14 

濱田定勝君    3.19          寿崎 肇君    3.16 

浅山弘康君    3.21          古財良一君    3.26 

久峨章義君    3.26          園田修司君    3.27 

 

                    ［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/24（月）花見の会及びワインの会を開催予定です。改め

てご案内をいたします。多数のご参加をお待ちしておりま

す。 
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寿崎 肇パストガバナー報告 

  国際ロータリー第2720地区ガバナー諮問委員会が大分

で行われました。規定審議会の報告とロータリークラブでの

出席についてのお話でした。RI 第2720地区選出のパストガ

ナーのお話で決議案も制定案も目立つことはありません。

「ロータリーの友」をご覧になってください。3年ごとの新しい

手続要覧が年度内に配布されると思います。会長・幹事はも

ちろんですが、委員長の皆様、是非お買い上げください。ご

自分の任務がよくわかります。自分の職業のヒントになります。

私がガバナーを拝命してどうしてよいかわかりませんでした

ので、RI会長をお努めになられた中津 RC の向笠広治元 RI

会長に教わったことは「ガバナーをしながらガバナーになる」

心配するな、と。もう一つは「手続要覧を3回読め」と言われま

したが、3回はできず1回読みました。ロータリーは素晴らしい

と惚れ惚れいたしました。ロータリーの六法全書のようなもの

と思っていますので、ロータリーの役職をなさる方は基本に

なる手続要覧をお買い求めください。議題に上ったのは出

席についてでした。それはサインメーキャップのことです。ロ

ータリーを遡りますと、エバンストンのロータリー本部の入り口

に「入りて学び出でて奉仕せよ」とあります。奉仕活動がロー

タリーの土台になりますが、人間一生奉仕の毎日です。「最

もよく奉仕する者 最も多く報いられる」。出席について昔の

熊本南 RCは100％でした。その当時サインメーキャップの言

葉はありませんでした。100％出席は熱望するところです。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・今村浩昭君 

ンダギジマナ・ジャスティン君、米山奨学生終了おめでとう

ございます。本日の卓話 塩井世界社会奉仕委員長、楽

しみにしています。大きな声ではっきり伝えてください。 

○永井富士雄君・藤見泰之君 

  本日の塩井世界社会奉仕委員長の卓話を心根より楽し

みにしています。表話・裏話を拝聴させてください。 

○塩井泰明君 

  無事に卓話が終わりますように。 

○寿崎 肇君   

  熊本城マラソンボランティア参加の皆様ありがとうございま

した。また、タイプロジェクトで国際奉仕に参加された方々

ご苦労様でした。両方とも参加できず申し訳ありませんで

した。 

○齊藤直信君  Ⅲ 

  久しぶりのホームクラブ例会出席です。 

○坂本幸樹君   

  先週は体調不良で例会を欠席しました。代理で司会をし

ていただいた藤見会員、本当にありがとうございました。感

謝感激のスマイルです。 

 

 

○星野誠之君 

  先日、熊日小学生の工作コンクールで、次男 春太郎が

特選、長男 光太郎が入選しました。小さい頃からプラモ

デルやレゴを買い与えた甲斐がありました。喜びのスマイ

ルをします。 

○田川憲生君 

  鹿児島出張です。受付のみで残念です。申し訳ありませ

ん。 

○松本嘉七君 

  本日は早退させていただきます。 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「タイプロジェクト報告」塩井泰明君 

 

 

 

 

 

 

 

原田先生や高校の先生・寮長・生徒達と話す中で、

メコン寮で日本語教育をしたい、させたい、ダムロン

高校の日本語教室の子供達が日本に行きたい、呼びた

いとの意見が出ました。原田先生に卓話をしてもらい

たい、したいとの話も出ました。今回のタイ視察のま

とめを行なっている時に、「情けは人のためならず」

の言葉が浮かんできました。情けはかけた相手の為に

ならないのではなく、巡りめぐって自分に返ってくる

と言うことだと思います。今後もいろんな形でご理解

やご協力をお願いすることがあるかと思いますが、よ

ろしくお願い申しあげます。最後になりますが、野口

会長・今村幹事・齊藤副委員長・山内委員のおかげで

無事帰ってまいりました。 

又、藤見会員にパソコンを教えていただきましてやっ

とできました。皆様にこの場を借りまして感謝申し上

げます。有難うございました。 
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【例会予定】 

3/17 外部卓話 前原栄輔様（NPO法人 HITO PROJECT） 

3/24 外部卓話 新本高志様（ﾄﾀﾝ屋根のｹｰｷ屋ｱﾗﾓｰﾄ） 

3/31 会員卓話 渕田俊郎君 

 

【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：3月20日（木）20:00～ 

場所：西部ガス 

内容：保険について（専門知識開発委員会） 

○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：3月 19 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（他団体が施設を利用する場合や 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。 


