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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。まず、先週の永田壮一ガバナ

ー公式訪問 3RC 合同例会は、皆さまのご協力で無事終

了いたしました。ありがとうございました。また、本

日の卓話は寿崎 肇会員です。楽しみにしております。

後ほどよろしくお願いいたします。 

さて本日は、古事記より海幸彦と山幸彦の話をいた

します。ある日、山幸彦が海幸彦から釣り針を借り海

へ釣りに出かけます。ところが慣れない山幸彦は釣り

針を海の中になくしてしまいます。困った山幸彦は塩

土老翁の助言に従い、綿津見大神（豊玉彦）の元を訪

れ、綿津見大神の娘である豊玉姫と結婚します。二神

の間の子である鵜草葦不合命（ウガヤフキアエズ）は

豊玉姫の妹である玉依姫に育てられ、後に結婚して神

日本磐余彦尊（神倭伊波礼琵古命：カムヤマトイワレ

ヒコ）らを生んでいます。神倭伊波礼琵古命：カムヤ

９/１６  R 財団部門・米山記念奨学会

部門合同セミナー＠小川総合

文化センター ラポート 

１０/７  第 2720 地区 RA年次大会 

＠やつしろハーモニーホール 

１０/７  職業奉仕研修セミナー 

      ＠熊本県民交流館パレア 

１０/１６ 観月会＠ホテル日航熊本 

１０/１９ 熊本第 4 グループ IM 

      （場所未定） 

１０/２２ 職業奉仕・社会奉仕・国際奉

仕合同フォーラム＠大分  

１０/２８ 地区会員増強部門・新進気鋭

会員セミナー＠熊本学園大学 

第７回例会記録（通算第 2738 回）  

平成 29（2017）年９月４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 

ございません 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

寿崎 肇会員卓話「熊本南 RCの生い立ちとロータリーとは」より 

マトイワレヒコとは初代天皇たる神武天皇です。日

本国の誕生です。 

昨日、北朝鮮が 6 度目の核実験を行いました。こ

のところ大変不安な世界情勢が続いています。何事

もないことを願うばかりです。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月12日（火）12：30～ 

[変更後] 9月15日（金）13：00～ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 9月13日（水）12：30～ 

[変更後] 9月15日（金）13：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月13日（水）12：30～ 

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 9月14日（木）12：30～ 

[変更後] 9月15日（金）13：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月19日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月19日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月20日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月21日（木）12：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月21日（木）18：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月22日（金）12：30～ 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 9月26日（火）12：30～ 

[変更後] 9月26日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 9月27日（水）12：30～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月27日（水）18：30～ 

[変更後] 9月27日（水）19：00～ 

[場  所] 市内中心部 

○中央 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月29日（金）12：30～ 

[変更後] 9月28日（木）12：30～ 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.熊本中央 RC より、「第9回チャリティコンペのご案内」が届

いております。※後日改めてご案内します。  

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６５名 ４４名 70.97％   ９５.０８％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1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（野間和子君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。損保ジャパン日本興亜の野間

です。いよいよ9月に入りまして、台風シーズンとな

りました。熊本は台風がよく来ます。私どもは損害保

険の会社ですので、何かございましたら是非お気軽に

ご相談ください。また、先日土曜日、久しぶりにゴル

フをしたのですが、調子がよく100を切ることができ

ました。これも熊本南 RC に入ったおかげかなと思っ

ております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（西川尚希君） 

  

 

 

 

 

   ［誕生祝］      ［結婚祝］ 

 堀川貴史君 9.3    雑賀庸泰君 9.5 

 井上雅文君 9.3    三角雄介君 9.6 

 丸山浩之君 9.14    古財良一君 9.10 

  雑賀庸泰君 9.15 

 大津英敬君 9.22     

 坂本幸樹君 9.27 

 田中靖昭君 9.29 

  

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 
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熊本中央 RC より「第9回チャリティコンペのご案内」が

届いております。多数のご参加をお待ちしております。

（詳細は下記のとおり） 

【日 時】2017年10月27日（金）8：00～ 

【場 所】阿蘇高遊原カントリークラブ 

【費 用】プレー代（キャディ付）9,500円 

         （セルフ）  7,500円 

     参加費        3,000円 

【ルール】ダブルペリア方式 

  

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・森本康文君 

 杉光定則君 

 先週は、ガバナー公式訪問を無事終えることができま

した。ありがとうございました。本日は寿崎 肇 PG

の卓話を楽しみにしております。 

○渕田俊郎君  

 本日の卓話者、寿崎 肇 PGに心から感謝いたします。 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・丸山浩之君 

 永井富士雄君・馬場大介君・三角雄介君・藤見泰之君 

 坂本幸樹君・告坂和紀君・大津英敬君・田中靖昭君 

 株式会社キタグチの創立 50 周年を心よりお祝い申し

上げます。 

○寿崎 肇君 

 先週のガバナー公式訪問は勉強になりました。私が佐

伯 RC に入会した当時、会員のお医者さんから職業奉

仕を習い、熊本南 RC では小田 PG より職業奉仕のご教

示をいただき、永田ガバナーのガバナーアドレスも職

業奉仕でした。ロータリーは素晴らしいと改めて感謝

いたします。ありがとうございます。 

○園田修司君 

 先日、同窓会のイベントで永井会員にお祝いのタイを

準備していただきました。価格が高騰していた天然の

大きなタイを良心的な価格でご提供いただきました。

魚はやっぱり魚萬生駒さんです。大切なことなのでも

う一度、魚はぜったい魚萬生駒さんですね。 

○野間和子君 

 久しぶりにゴルフで 100 を切れました。とても嬉しか

ったのでスマイルします。 

○漆島典和君 

 8 月 29 日早朝、戦後初の空襲警報（J アラート）が北

日本に鳴り響きました。さらに北朝鮮は昨日のお昼に

6 度目の核実験を強行しました。毎週例会で皆さんに

お会いできるのも本当は奇跡なのかもしれません。今

日も皆さんにお会いできたことに感謝してスマイル

いたします。 

 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

「熊本南ロータリークラブの生い立ちとロータリー

とは」               寿崎 肇君 

 

 

 

 

 

 

熊本南 RC が創立したのは昭和33年9月1日です。承

認されたのは同年11月24日でした。熊本南 RCは来年9

月1日に創立60周年を迎えます。 

さて、昭和33年～34年初代会長 深水六郎氏、幹事 

和泉重雄氏、2年度34年～35年の会長、幹事も同じで

す。3年度35年～36年会長は3年続けて深水氏、幹事は

右田道夫氏です。36年～37年は後にガバナーをされま

した、小田一昭氏、幹事は河北健吉氏、5代目会長も

同じ小田氏、幹事は野田英雄氏、創立5周年を記念し

て国旗掲揚台を作り熊本市に寄付しました。40年～41

年8年度のガバナーは島津久厚氏、41年～42年ガバナ

ーは吉村常助氏、10周年の時のガバナーは後に RI 会

長を務められた向笠広次氏（中津 RC）、その年の熊本

南 RC 会員数は77名でした。14年度46年～47年会長 野

田英雄氏（故 野田三郎 PG のご尊父様）、幹事 出田友

三郎氏、ガバナーは熊本南 RC 小田一昭氏。20年度会

長 河北省一氏、幹事 成田豊太郎氏、この年度の RI

世界大会が東京で開催されました。22年度54年～5年

会長 竜頭誠一氏、幹事 大森昭一氏、この年の会員数

97名。また、RI 創立75周年です。記念に国旗掲揚台を

辛島公園に再建。24年度56年～57年ガバナー 大久保

圭一郎氏、会長は月田哲雄氏、幹事は豊増千鶴男氏。

小田 PG の出版書「私の足跡」を全会員にいただきま

した。この年の青少年留学生 ジャネット・キャロル・

ロッジーさんをホストファミリーとして5月～7月末

まで我が家が引き受けました。私の母と妻が毎日大喜

びしておりました。25年度会長 管敏郎氏、幹事 渡辺

一生氏。この年58年3月10日、熊本南 RAC 創立。26年

度は私、寿崎 肇が会長、幹事は藤井宏樹氏。会長を

させていただき、大変勉強になりました。この年、台

湾との姉妹クラブ提携の提案がありました。翌27年度

会長 神谷平吉氏、幹事 吉本栄一会員。台北大同扶輪

社と姉妹クラブ提携調印式が行われました。28年度60

年～61年会長 出田友三郎氏、幹事 山永健喜氏。この

年の青少年奉仕委員長 木村茂氏が熊本市中学生バド

ミントン大会を企画。第1回大会が行われました。出

田会長の挨拶に感激いたしました。30年度62年～63年

会長 音羽昭郎氏が途中でお亡くなりになり、高津城

徹氏が会長に、幹事は鈴木勝志氏、ガバナーは本渡 RC
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の堀田喜久氏。32年度平成元年～2年会長 杉田辰彦

氏、幹事 稲田誠一氏。ガバナーは私がさせていただ

き、杉田辰彦会長には色々ご指導賜り今も感謝いたし

ております。43年度12年～13年会長 小原睦夫氏、幹

事 渕田俊郎会員。渕田俊郎幹事は欠席会員に厳しく

メーキャップを指導。44年度会長は稲田誠一氏、幹事 

宮本紀一郎氏。11月10日～11日に国立阿蘇青年の家で

の野外キャンプに36名参加。47年度16年～17年会長 

中川和弘氏、幹事 久峨章義会員。この年が RI 創設100

周年で、色々企画について久峨章義幹事のご苦労が偲

ばれます。50年度19年～20年会長 野田三郎氏、幹事 

堀川貴史会員。この年度のガバナーは玉名 RC の杉谷

卓紀氏。50周年実行委員長であった故 野田三郎氏が

10年後に会員数150名を目指そうと仰っておられます。

また、会長であった塚本 侃会員は50周年記念式典の

挨拶で、まずご出席の来賓の方々へのお礼に加え、創

立の際のスポンサークラブ 熊本 RC 故 藤井特別代表

のご尽力、ご指導に感謝の言葉、そして故 小田 PG に

よる職業奉仕の推進、出水地区中学校による環境美化

への参加、熊本市中学生バドミントン大会の開催、タ

イでの学校水保全計画の実施及び里親制度の実施、姉

妹クラブの台北大同扶輪社との短期青少年交換留学

事業、R 寿崎奨学会等の報告をされています。熊本南

RC がスポンサーとしてできたクラブは、昭和42年6月

玉名 RC、43年11月松橋 RC、47年6月肥後大津 RC、60

年12月熊本西 RC、平成7年5月天草パールライン RC で

す。以上、10年前の50周年までのことをご存知の会員

が少ないと思い、お話させていただきました。熊本南

RC の会員として籍を置き、毎週奉仕の勉強をさせてい

ただくことを誇りに思います。 

熊本南 RC が30回以上続けた熊本市中学生バドミン

トン大会ですが、数年前に熊本南 RC が資金的に困り

中止せざるを得ないという状況になったようです。私

は当時、木村茂会員からロータリーについて人一倍ご

指導いただきました。その恩人が始めた熊本南 RC 主

催の熊本市中学生バドミントン大会、試合中の中学生

の真剣なまなざしや礼儀正しさ、表彰を受ける時の嬉

しさを噛み殺したような笑顔、次世代を担う若者たち。

次の世代を育てるロータリーです。資金的な心配も大

事と思いますが、来年9月1日は60周年記念日です。こ

れを期に是非熊本市中学生バドミントン大会を取り

戻していただきたい、60周年記念にふさわしい事業だ

と思います。 

最後に、9月13日～14日延岡市で開催される商業界

九州沖縄ゼミナールについてご紹介します。このゼミ

ナールをお薦めする理由は、ロータリーの職業奉仕の

副読本的な機能を持っていると思うからです。その教

えの中心は「店はお客さまのためにある」「従業員と

ともに店は栄える」、そして「商売十訓」です。これ

もロータリーの奉仕の実践を教えています。私がロー

タリーで学び実行して大変よかったと思う言葉は、社

会奉仕の中にある「超我の奉仕」と「最もよく奉仕す

る者最も多く報いられる」です。これは1917年アトラ

ンタでの国際大会で、RI 会長のアーチ・クランク氏が

「世界でよいことをしよう」と提案、当時は第一次世

界大戦で多くの犠牲者や戦災にあった人達の救済で

世界中が大変な時代でした。従来のロータリーは自ら

の職業を中心に奉仕活動でした。その双方の支持者が

ロータリーはどうあるべきか、との論争が激しくなり

分裂の危機を迎えます。そして1923年の国際大会で両

論を中和として考え決議され、「社会奉仕に関する

1923年の声明」1）ロータリーは基本的には一つの人

生哲学であり、それは利他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」」であり、これは「最も

よく奉仕する者、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。2）に「まず第一に

奉仕の理論が職業及び人生における成功と幸福の真

の基礎であることをロータリーで学ぶこと」とありま

す。つまりこれが決議23-24と言われるものです。私

が毎年の国際大会に参加して、奉仕で世界中の困って

いる人達に手を差し伸べている姿をビデオやお話で

伺います。きれいな水を求めて毎日頭の上に桶を載せ、

6時間4往復水を運ぶ女性、きれいな水を飲めず亡くな

る子供が毎日1,400人。例えば井戸を掘るなどがロー

タリーの奉仕、つまりロータリーとは相手の喜ぶこと

をやり続ける人たちです。私は小売業です。この教え

はお客様の喜ばれることをやり続けること。それを全

従業員が自分流にやり続けた結果、3人で始めた化粧

品屋は私が社長を辞めた時の従業員は15,000人にな

っておりました。3代目社長がロータリーは古臭い、

創業者の話も古臭いと言い、15年目に倒産いたしまし

た。ロータリーの教えに反対すると倒産する証です。 

 

 

【例会予定】 

9/18  祝日のため休会 

9/25 ヒロデザイン専門学校 熊本南 RC賞デザイン選定 

  

 


