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（有）松葉  山口 競君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！  

 

 

では、ロータリーの本質とは何か？それはロータリー

の目的、中核的価値観、4つのテストの遵守、並びに5

大奉仕の遂行等であると考えます。そして、5大奉仕の

中でも特に職業奉仕は大切にしなければなりません。

理由は職業奉仕が、他の団体が提唱していないロータ

リー独自のものであるということと、職業倫理の向上

（職業奉仕とは職業倫理の向上と共に職業に携わるす

べての人を幸せにする一連の行為＝私見）を目指すこ

とは、すなわち人間力の向上に繋がり、ロータリーの

究極の目的と一致するからであります。その基本とな

っているものが次にあげる2つです。1）One profits 

most who serves best（最も良く奉仕する者最も多く

報われる）2）THE 4-WAY TEST（4つのテスト） 

自己研鑚を積み⇒利他の精神を持ってあらゆる行為に

携わることが私の考えるロータリーの究極の目的であ

ります。そして、これら一連のものが、ロータリーが

今日まで存在している理由の一つであります。1910年 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。先週末の大相撲初場所では

稀勢の里が優勝し、19年ぶりの日本人横綱誕生が期

待されています。また、今朝は今シーズン一番の冷

え込みで、阿蘇山頂ではマイナス8.3℃を記録しまし

た。さらにアメリカではトランプ大統領の就任と、

様々なことがございました。 

さて、本日はガバナー月信 Vol.07より、前田ガバ

ナーのメッセージを紹介いたします。 

明けましておめでとうございます。今月は職業奉

仕月間です。昨年の11月末に行われた第45回ロータ

リー研究会にはジョン F・ジャーム RI 会長も参加さ

れ、ロータリーは変わっていくが、本質は同じであ

ると言っていました。このように述べられたことに

は、昨年の規定審議会での歴史的な決定が背景にあ

ると思います。その中身は皆さんご承知と思います

が、取り分けクラブ運営に様々な選択制を与えられ、

それによってクラブに活性化を図ることができるよ

うになったと捉えるべきでしょう。なぜなら、ロー

タリーの本質（幹）は変わっていないからです。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 桃木 潤様 

（ホテル日航熊本 宴会部長） 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

２/１１ 2017-18地区チーム研修セミナー 

     ＠熊本市民会館 

２/２５ 会長エレクト研修セミナー 

     ＠くまもと県民交流館パレア 

３/４  米山奨学生修了式・歓送式 

     ＠ニュースカイホテル 

３/１８ 管理運営・広報合同セミナー 

     ＠あすぱる富合 

３/２４-２５ RI第 2720地区 地区大会 

     ＠ホルトホール大分 

 

第２２回例会記録（通算第 2712回）  

平成 29（2017）年１月２３日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

木下 修様（熊本 RC） 
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にシェルドンが説いた He(one)profits most who serves 

best。この言葉に端を発したロータリーの職業奉仕の考

え方が今日のロータリー活動の礎となっていることは

間違いのないことです。ロータリーの目的の遵守と人間

形成、この二つはどのようにロータリーのシステムが変

わろうと未来永劫不変のものです。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 1月30日（月）12：30～ 

[場  所] 崇城大学 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（火）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2月1日（水）12：30～ 

[変更後] 2月1日（水）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

○水前寺公園 RC～例会場都合のため時間場所変更 

[変更前] 2月1日（水）12：30～ 

[変更後] 2月1日（水）11：00～ 

[場  所] 味処 三笠 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月27日（月）12：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.宇土 RC より「創立30周年記念式典について」のお知らせ

が届いております。 

2.熊本南 RAC より「例会報 Vol.13」が届いております。 

3.本日予定の「臨時理事会」は中止といたします。 

4.本日19：00～（食事18：30～）「クラブ協議会」を開催いたし

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。  

 

出席報告（園田修司君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４０名 68.97％   ７５.８６％ 

出席規定適用免除者 4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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（山口 競君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。先週1/16より、歴史と伝統あ

る熊本南ロータリークラブに入会させていただきま

した山口 競です。新町で日本料理屋をやっています。

私で四代目、現在、父親が三代目として頑張っていま

す。料理は地元の食材をメインに、できるだけ新鮮な

食材を使用しておりますので、会員の皆さまには是非

プライベートでもご利用いただけますと幸いです。今

後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

委員会報告 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

   

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。熊本・大分地震支援プロジェ

クトであります「オハイエくまもと 音楽支援」より、

出前コンサート開催のご案内です。詳細は後ほど事務

局より送付いたします。多数のご参加をお待ちしてお

ります。 

 

●姉妹クラブ委員会（丸山浩之君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。台北大同扶輪社訪問及び親睦

ゴルフコンペ開催につきまして、1/16定例理事会にて

承認いただきましたのでご案内申し上げます。多数の

ご参加をお待ちしております。 

（日程は下記のとおり） 

 

【旅行日程】2017年4月5日（水）～4月7日（金） 

【親睦ゴルフコンペ】2017年4月6日（木） 

※詳細は調整中です。決定次第お知らせします。（4/5

午前福岡出発、4/6 ゴルフコンペ、4/7 例会出席後、

午後台北出発予定）交通費、宿泊費、ゴルフプレイ費、

保険代や食事代等は自己負担です。 

 



 3 

●雑誌委員会（向臺行雄君） 

 

 

 

 

 

 今月は「職業奉仕月間」となります。先ずは、横書

きの P.7 をご覧ください。特集として、日本の伝統文

化を支えるロータリークラブの活動が掲載されてお

ります。P.8 上段には甘木 RC での「甘木(あまぎ)盆(ぼ

ん)俄(にわか)」への支援活動が紹介されております。

下段には堺フェニックス RC での「堺かるた」復刻版

の寄贈が紹介されております。P.10 上段には、稚内ロ

ータリークラブでの、宗谷場所（松前藩がアイヌの

人々との交易のため開設）開設 300 年記念、松前神楽

演奏会開催が、下段には倉吉 RC での郷土玩具「はこ

た人形」文化承継プロジェクトが紹介されております。

P.12 上段には岡崎東 RC での雅楽の伝統承継が、下段

には田島 RC（福島会津）での子供歌舞伎復活が紹介さ

れております。そして P.14～17 には、「職業奉仕はロ

ータリーの根幹か？」と言うタイトルにて日本のロー

タリー100 周年委員会ビジョン策定特別委員会委員賞

の本田さんの意見が掲載されております。内容を少し

紹介させていただきますと、P.14～15 上段にかけて、

5 大奉仕部門の定義の中で「クラブ奉仕」「社会奉仕」

「国際奉仕」「青少年奉仕」と異なり「職業奉仕」に

ついて説明が欠落していたこと、2016 年の規程審議会

でアンダーラインの部分が追加されたこと。P.15 には、

世界のロータリーでは VTT（職業研修チーム）も職業

奉仕と認識されていること。右下欄では、日本の職業

奉仕論は、世界では職業倫理と認識されていること。

P.16 以降は本田さんの提案「奉仕の理念」を語ろうが

記載されております。P.24～27 にかけて、ロータリー

財団 100周年を祝うと題してロータリー財団 100周年

記念シンポジウム開催が掲載されております。100 周

年を迎えるにあたり、「ロータリー財団学友」として

のどのような活動ができるのか、ロータリー財団学友

にふさわしい 100周年の祝い方はどのようなものなの

か、を学友の方々は色々と考えシンポジウムという形

になりました。「ロータリー財団 100 周年学友世界人

道奉仕賞」が緒方貞子氏に授与されたそうです。P.25

以降は、世界の最前線で活動されている 5 名の方が自

らの経験や自分が活動している地域の情勢について

報告されております。  

 続いて、縦書きに移ります。P.4 をお願いいたしま

す。「世界に売れる日本 made in japan」の記事があり

ます。日本が「観光立国」に進む中で、中国からの観

光客がメインターゲットになり、呼ぶために P.6 にあ

る「越境 EC サイト」や P.7～8 にある「医療ツーリズ

ム」のような取り組みが必要との記載がございます。

続いて P.27に天草中央 RCの親子でごみ拾いを行って

いるとの記事がございます。 

  

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

古財良一君・北口 誠君・田代文明君 

本日の吉村会員の卓話を楽しみにしております。ワク

ワクで昨夜は眠れませんでした。また、熊本 RC 木下

様のご来訪を歓迎いたします。 

○堀川貴史君 

熊本RC 木下会員のご来訪を歓迎してスマイルします。 

○高宮 宏君・杉光定則君・阪田英治君 

  本日の来訪者 熊本RCの木下様を歓迎いたします。ま

た、吉村郁也会員の卓話を楽しみにしております。 

○喜讀宣友君 

 本日の卓話者 吉村郁也会員に心から感謝します。ま

た、本日の来訪者 熊本RCの木下様を歓迎いたします。 

○山口 競君   

  本日は、歴史と伝統ある熊本南RC例会2回目です。よ

ろしくお願いします。 

 

●会員卓話（古財良一君） 

「不透明感を増す国際情勢」    吉村郁也君 
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【例会予定】 

2/6  調整中 

2/13 定款に基づき休会  

2/20 調整中 

2/27 調整中 

 

【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：2月2日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：職業卓話（専門知識） 

 

熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：2月16日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定（社会奉仕） 

 

○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：2月1日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：2月15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。 


