第 29 回例会記録（通算第 2597 回）
平成 26（2014）年３月２４日
トレードマークの自転車とともにお越しいただきました！（卓話より）

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

４/６ 2014-15 年度地区研修・協議会
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2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

来訪者紹介

4.会員卓話 渕田俊郎様

新本高志様（トタン屋根のケーキ屋 アラモート店主）

会長報告（野口泰則君）

＠大分市
４/１０ 台北大同 RC 創立 30 周年記念式
典＠台北
４/１４ 2014-15 年度 熊本第 4G 会長会
＠ホテル日航熊本
４/１７ 熊本市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルエミナース
４/２０ 第 2770 地区・第 2720 地区 RYRA
委員会＠城見櫓

熊本でも先日、桜の開花宣言がなされました。いよいよ春
本番、気持ちの良い季節を向かえます。日本人はなぜ桜を好
むのでしょうか？私見ですが、1 週間程で散り行く儚さの中
に侍の精神にも似た潔さを見いだすからでしょうか。次いで、
ダーウィンは、生き残るもの、それは強いものでもなく、ま

幹事報告（今村浩昭君）

た賢いものでもない。常に変化し続けるものが生き残ると申

1. ガバナー事務所より第2720地区2014-15年度 地区委員の

しております。絶えず流動変化する世の中（世界）と共に、

委嘱状が届いております。

我々ロータリアンも変化成長してゆかなければなりません。

1. 宇城 RC 創立10周年記念式典のご案内を再度回覧いたし

さて、ロータリークラブの例会を中心において、クラブの

ます。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたしま

内側と外側の二つに分けて考えますと、内側はロータリアン
が奉仕の心をつくるところで、自己研鑽することであります。

す。
2. 天草中央 RC より創立30周年記念式典のご案内が届いてお

外側は奉仕の心で、世の中（世界）のあらゆる現象に適用し

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたしま

てゆく．．即ち、奉仕の実践でございます。奉仕とは、他人

す。

によって自分が存在するという本質を自覚し、誠実に他人の
事を考え、他人のために尽くすことであります。そして、今
夜は花見の会です。奉仕を志す人の集まりであるロータリー
クラブ。奉仕こそ我らが努めでありますが、ロータリーは親
睦と奉仕の調和のなかに宿っています。今宵の花見のように、
四季折々の集いを催すロータリークラブの活動もまた、素敵
なことだと思います。

3. 日田 RC より創立50周年記念式典のご案内が届いておりま
す。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。
4. 日出 RC より創立30周年記念式典のご案内が届いておりま
す。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。
5. 米山梅吉記念館より春季例祭のご案内他が届いておりま
す。
6. ガバナー事務所より「やまだの作文」が届いております。

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

出席報告（永井富士雄君）

[日

出席数

前々回
修正出席率

出席率

会員数
６１名

３２名

58.18％

程] ４月３０日（水）１２：３０～

2014～2015年度地区委員委嘱状授与
◇地区資金財務委員会副委員長

８２．４６％

◇職業奉仕・RYLA 委員

出席規定適用免除者
名誉会員

6名

星野誠之君

井上雅文君

欠席記録免除者 3名
第2720地区 地区大会 感謝状及び表彰状授与

０名（会員数には含まれません）

◇2013-14年度 地区青少年奉仕委員長感謝状（堀川貴史君）
例会変更のお知らせ
○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] ３月３１日（月）１８：３０～

[場

所] 日本料理「おく村」

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] ３月３１日（月）１８：３０～

[場

所] 日本料理「泉里」

◇出席高齢会員表彰（寿崎

肇君・吉本栄一君）

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ３月３１日（月）１２：３０～
[変更後] ３月３１日（月）１８：３０～
[場

所] ダイニングカフェ彩

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ４月１日（火）１２：３０～

◇永年皆勤表彰「25年以上40年未満」（野田三郎君）

[変更後] ４月１日（火）１９：００～
[場

所] ダイニングカフェ彩

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ４月１日（火）１２：３０～
[変更後] ４月１日（火）１８：３０～
[場

所] 未定

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

野田三郎ガバナーノミニー報告

[変更前] ４月２日（水）１２：３０～

ガバナー年度に向けての今後のスケジュール(予定)

[変更後] ４月２日（火）１８：００～
[場

6月シドニーで行われる国際大会にてガバナーエレクトの承認

所] 未定

来年1月アメリカで行われる国際協議会にてガバナー研修参加

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] ４月９日（水）１８：３０～

[場

所] ダイニング 和 YA

地区セミナーにおいてガバナー年度の方針を発表
◇野田ガバナー年度の地区幹事
◇地区財務委員長

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

◇地区副幹事

[変更後] ４月１０日（木）１８：３０～
[場

[場

所] ホテルサンルート

2014-15年度 RI 第2720地区 会長エレクトセミナー報告
（寿崎

○東南ＲＣ～創立３０周年記念例会のため日程変更

肇パストガバナー）

小山康直ガバナーエレクトの点鐘に始まりました。ガバナー

[変更前] ４月２３日（水）１２：３０～

エレクト小山氏基調講演「国際協議会報告・次年度 RI テーマ

[変更後] ４月１９日（土）１４：００～

と方針・地区スローガンについて」。RI 会長エレクト ゲイリ

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君

他熊本第4分区の他クラブより数名ご参加いただく予定です。

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更
程] ４月１６日（水）１２：３０～

渕田俊郎君（予定）

古財良一君・丸山浩之君（予定）

所] 城彩苑内「桜道」

[日

星野誠之君（予定）

◇地区大会実行委員長

[変更前] ４月１０日（木）１２：３０～

堀川貴史君（予定）

ーCK.ホアン氏の「ロータリーに輝きを」行動を開始し、悪い

程] ４月３０日（水）１２：３０～
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ニュースを良いニュースに変える。我々の年度はロータリー創

ナー補佐の指導項目の一つ。ガバナー補佐はガバナーの意向を

立110周年。会員増強が話題ですが、我々の年度の終わる時は

十分伝えているか。ロータリーは約束を守るから信頼される。

今120万人の会員を130万にする目標の話し合い。若い人々や女

結果その人に学ぼうと入会者がある。残念ながら新会員がロー

性を迎え入れる。
「なぜできないのか」を説明するのではなく、

タリーを知らずに辞めていきます。誰がロータリーを教えるか、

正しい方法を見つけ行動に移す。例えば会員増強について職業

まずは各委員会の奉仕活動を活発にすることなど、1時間の本

分類にあり、会員がいないことについて「この職業分類の人に

田次期研修リーダーのお話に感動の連続でした。

入会してもらいたい、皆さん心当たりを推選してください」と
訴えお願いすること。ロータリー財団について、今年度 RI 会

委員会報告

長のロン D.バートン氏がガバナー全員にロータリー財団の寄

●親睦活動委員会（坂本研一君）

附をお願いし「ファーストクラス（一番の年度）」が実現。そ

本日3月24日（月）19：00～花見＆ワインの会＠ボンビータを開催

のロン D.バートン会長か「ゲイリー君の年度は我々の記録を

いたします。ご参加よろしくお願い申し上げます。

打ち破れ」と。ベストクラス（最高の年度）となって今年の75
万ドルを塗り替えよう。中国の思想家 孔子を時々世界最初の

●スマイルボックス（三角雄介君）

ロータリアンと呼びます。孔子はロータリー設立より2500年前

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・渡邉秀章君・

に亡くなった方。彼の言葉の中に「与其枹怨、不如改変」（た

井上雅文君

だ座って暗闇を呪うより、ローソクを灯したほうがよい）があ

アラモート店主 新本高志様、本日は卓話にお越しいただきあり

ります。ロータリーの考えは孔子と同じです。ローソクを私が

がとうございます。自転車で熊本県内を訪れて出会った方々との

1本、あなたが1本・・・120万人が灯します。世界を光で輝か

エピソードなど、お話をとても楽しみにしています。どうぞよろしく

すことができます。即ち「ロータリーに輝きを」。これが皆さ

お願いします。

んのチャレンジです。今一番重要なことはポリオの撲滅です。

○高宮 宏君

四半期以上に亘って取り組んでいる仕事を完遂することです。

本日卓話をいただきます、新本さんようこそいらっしゃいました。

ポリオ撲滅はロータリーが前人未到の偉業を成し遂げる力を

もう30年近くなるのではありませんか？元気で頑張っていらっし

備えた組織であることが立証されます。これは永遠に続くプレ

ゃいますね。

ゼントを世界に贈ることになります。私の望みは力強く明々と

○園田修司君

輝くロータリーを目にすることです。一人の人間に何ができる

本日の卓話者、新本様にはいつも楽しいお話で楽しませていた

か、力を合わせればどのような力を発揮できるかです。暗闇の

だいおります。本日はお忙しいところご来訪いただきありがとうご

中で座っているだけではダメだと大声を上げ、120万人全員の

ざいます。卓話楽しみにしています。

力を合わせロータリーを輝かせましょう。これがホアン RI 会

○丸山浩之君

長エレクトのお話でした。RI 第2720地区スローガンは「ロー

本日の新本兄さんの卓話を楽しみにしておりましたが、所用で欠

タリーを学び直し、新たな一歩を踏み出そう」。地区セミナー

席し大変残念です。公私に亘りとてもお世話になっております。

は義務出席だけでなく、関心を持てるセミナーに全員の参加を

スマイルにて失礼いたします。

望みます。ロータリーの公共イメージを全員で上げるのです。

○寿崎 肇君

そのための例会での情報提供も力強くやりましょう。

3月21日の会長エレクト研修セミナーと22日の中津 RC 創立60周

次期研修リーダー 本田光曠 PG のお話。会長の皆さんにお聞

年記念に参加して参りました。いくつになっても勉強することの多

きします。あなたの RC は何をしていますか？すぐに答えられ

さに感激します。60年間の奉仕活動の凄さ。小山 GE のロータリ

ますか？一日を楽しむ、一週間を、一カ月を、一年を・・・一

ーの教えに乗り遅れないようにと変化対応の今回の PETS。本田

生楽しみたければロータリーに入れ。会長報告の時間にロータ

次期研修リーダーのお話に感動しました。中津 RC からの帰りは

リーの話をしないのはダメ、ロータリーの友で RI 会長の話か

堀川会員の車に便乗させていただき、3時間みっちりレクチャー

ら或いはガバナー月信からなどロータリーの話を入れるため

を受けました。熊本南 RC の会員として感激のスマイルをさせて

に資料となるものを探せば自分の考えに合致したものはいく

いただきます。

らでもあります。RC 会長は情報発信者でもあり、R 情報委員長

○永井富士雄君

と二人で新入会員に誇りを持っていただき、会員増強にも繋が

今回、熊本県中小企業団体中央会（野田会員）のご指導の下、

ります。ロータリーに入会できたのはよい人に会えるから自分

熊本県水産農産販売事業協同組合を20日に創立総会を開催し

がよい人になり、知り合いが増える。例会出席は毎週自分を見

発足いたしました。会員61名で、水産と農業が一緒になった生産

直すためにあるのです。サインメーキャップを奨励されている

から加工・流通まで行う事業として進めてまいります。よろしくお

クラブがあります。四つのテストから見てロータリアンらしい

願いします。

ことでしょうか？ロータリーだけではありません。最も大切に
すべきことは基本です。職業分類を会長はよく見ること。ガバ
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○古財良一君

里木と周り、気がつけば阿蘇一の宮・高森（片道直線距離で

オハイエ音楽祭無事に昨日終わりました。皆様にお礼を申し上

40ｋｍ）まで行ったことも。

げます。特に NTT の渡邉さん、ありがとうございました。水俣条約

平成3年（1991年）ケーキ一筋に。週に2回売りにいける喜び

の年に水俣ホットハウスの方々と一緒に歌えたことに意義があり

で胸いっぱい、商売服のホワイトコートを着て、ペダルをこ

ました。

ぎ、御船・八代・天草・菊池・玉名等も回りだす。

○漆島典和君

平成5年（1993年） 現在の店舗、トタン屋根のケーキ屋「ア・

本日は所用のため早退させていただきます。ご盛会を祈念いた

ラモート」オープン。今も荷台に木箱5段重ね（重さ120ｋｇ）

します。

し、自転車販売を続ける。

○平尾豊幸君

県内の小中学校や各種団体主催の講演会でお話しさせてい

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

ただく事もあります。

●外部卓話（渡邉秀章君）

【例会予定】

「私はあなたのために何ができるでしょうか」新本高志様
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RAC卓話 富永藍香君

4/14 外部卓話 本田 節様（有限会社ひまわり亭）
4/21 外部卓話 松崎郁洋様（黒川温泉ふもと旅館）
3/24花見の会&ワインの会＠ボンビータ

昭和30年（1955年）大阪藤井寺市生まれ。
その後、養護施設で育つ。17歳の時に北海道へ。
昭和46年（1971年）短歌を通じて知った故・三浦綾子さんに
どうしても会いたく雪道を歩いて訪ねる。
「人生はなぞに満ち、見えない糸に操られている。頼れるの
は、自分、一生懸命に生きなさい」と言葉をいただく。
日高門別の牧場で、朝５時に起き、氷点下20－30度のなか夜
中まで働く生活。苦痛には感じなかったが、これからどうな
るんだろうか？という不安に襲われる。
昭和48年（1973年）2年間の北海道生活に別れを告げ、今度
は船乗りになる夢を抱き、沖縄へ旅立つ。オイルショックの
中、仕事がなく沖縄定住を断念。
昭和49年（1974年）手持ちの全財産で熊本にたどり着く。年
に一度クリスマスの時に施設で食べたケーキの味が忘れら
れず、熊本の洋菓子店に就職。仕事に厳しい親方のもと修行
に励むが、焼いても焼いても商品にならず、作ったケーキが
捨てられていくのがつらくてつらくて耐え切れず4年でやめ
る。今思えば、一人前の職人に育てようとする親方の指導だ
ったが、その時の私には分からなかった。若気の至りでした。
（9年後、その親方とばったり出くわし、「おい、頑張れよ
ー！」と声をかけていただき、路地裏でひとり号泣。尊敬と
感謝の念で一杯です。）
昭和59年（1984年）心の中で葛藤が続く。何のためにケーキ
に打ち込んできたんだ・・・ある日の仕事帰り、トタン屋根
の小屋が目に入り「トタン屋根」「小屋」「自転車」「売り
まわる」－体に電流が走った。店の仕事が終わった後、深夜
から明け方にかけてケーキを焼き、週に一度赤い自転車で売
りに出始める。売切れるまでペダルをこぎ、植木・立田・三
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