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まう。これでは、楽しむべきロータリー活動が決して楽しいもの
とはなり得ないと思っています。
少し古い話です（1990 年頃のことですが）が、ウイスキーのテ
レビコマーシャルで女優の大原麗子がキャッチコピーで「少し愛
して、ながーく愛して」と言うコマーシャルが流れていました。

【 司会 熊本東南ＲＣ ＳＡＡ

小松野正彦 】

■点鐘

覚えていらっしゃる方もおいでだと思います。私などの世代に
とっては、お色気たっぷりで、しかもかわいい大原麗子が、あの
独特の甘い語り口で、こちらに向かって「少し愛して、ながーく
愛して」と言うものですから、私など思わず、テレビの画面に向

■国歌斉唱「君が代」

かって「ハイ、ハイ、わかりました」とうなずいたりしたものです。
私は、ロータリーも同じだと思います。「少し奉仕して、なが―

■ロータリーソング「奉仕の理想」

く奉仕して」だと思っています。
本年、私たちのクラブは 35 周年を迎えますが、この間通算 226
名の方が入会されています。そして現在の会員数は、45 名です。

■来訪者紹介及び歓迎挨拶

差し引き 181 名の方が退会されています。勿論、お亡くなりになっ

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

た方、転勤で余儀なく退会された方など多くいらっしゃいます。
かたや、理由もなく突然お止めになった方も多くいらっしゃるこ

本日は、高山ガバナー、開ガバナー補佐をはじめ地区役員の方々

とも事実です。入会して直ぐにお止めになるのは、まだ分かるの

にご来訪いただきまして厚く御礼申し上げます。

ですが、ベテランと言われてもいいようなロータリアンも多く止

また、「ガバナー公式訪問例会」に多数の会員の皆さまにご出席

めていらっしゃいます。

いただきまして誠にありがとうございます

ロータリークラブは、会社や職能団体ではありません。定年制度

本日の「会長の時間」ですが、本日は「年間で一番大切な例会」

などはありません。本人が楽しければ終身、会員でいることが可

になります。何をお話すれば良いのか分からず、先輩ロータリア

能です。

ンにご相談いたしましたところ、
「何も改まってしゃべらんでも
よか。いつもの例会をガバナーに見て頂ければいいじゃないか」

今日、この例会に出席の方々、ロータリーを止めないで下さい。

と助言をいただきました。

やめない為には、自分の歩幅で、自分に見合ったペースでロータ

そこで、本日は、私の個人的なロータリーに対する思いをお話し

リーを楽しみましょう。

たいと思います。

それから「ロータリーを止めるつもりなど更々ない」と言う方々。

私はロータリーに入会して 20 年になります。決して褒められる

「前に進め、前に進め」と世間を意識した派手な進軍ラッパを鳴

ような会員だったとは思っておりません。会長を仰せつかってい

らすのは少し控えましょう、ロータリーは、哲学研鑽の場であり

ながら、不謹慎かもしれませんが、いつも自分に言い聞かせてい

ます。「思いを深めよ。さらに深めよ」と励ましあい、緻密なロー

ることがあります。「身の丈ほどのロータリー」と。そしてクラ

タリー戦略を練りましょう。

ブも国際ロータリーに対して「身の丈ほどのロータリー」と思っ

誰でも、体調や気分が優れないときがあります。私たち職業人は、

ております。

いつも仕事がうまくいっているとは限りません。

何もロータリー活動は、適当で構わないということではありませ

折角、私たちはロータリーに入会することができたのです。
「退

ん。ただ、誤解を恐れず申し上げれば、あまり無理をしてはいけ

会だけはしたくない」そう皆が思うような懐の深いクラブにしよ

ない。無理をして己が持っている力量と言いますか、能力以上の
振る舞いをする必要はないと思っています。自発的に行うべき

うではありませんか。
「少し愛して、なが―く愛して」
。ロータリーも、夫婦と同じだと

ロータリー活動が、ノルマの達成が目的にならないようにと思っ

思います。お互いの良いところを更に見出し、そしてロータリー

ています。これは 20 年間不良会員だった私の言い訳なのかもし

哲学の習得に努め、少しでも「長〜いお付き合い」をしたいもの

れませんが、無理をしてロータリー活動をしても、
「達成感」よ

です。

り「脱力感」を覚えてしまい、次の一歩が踏み出せなくなってし

今日、申し上げましたことは、全く私の個人的なロータリーに対
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する思いです。

■今後の行事

もちろん、違った思いをお持ちの方も当然おありかと思います。
もしかすると、本日の例会後に行われる会長、幹事とガバナーと

9 月 8 日（土） 伝承遊びの集い

の懇談会で、強いご指導を受けるのかもしれません。その時には、
謙虚に反省し、改めて更にロータリーの勉強をさせて頂く、この

荒尾 RC 創立 40 周

ことをお誓いし、本日の会長の時間と致します。
本日は、貴重なお時間

9 月 8 日（土） 年記念式典・祝賀

ありがとうございました。

会

熊本県
熊本市

泉ヶ丘校区公民館

案内中
白石繁、

熊本県
荒尾市

村瀬直久、

ホテルヴェルデ

宮川義行、
山田公也
古田哲朗
松本 繁

■クラブ会長、幹事、会員紹介

9 月 29 日（土） 職業奉仕セミナー

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

熊本県

くまもと県民交流

宮川義行

熊本市

会館パレア

松岡泰光
杉本整哉
彌冨照皇

日田 RC 創立 55 周
10 月 6 日（土）
年記念式典

■幹事報告
10 月 10 月 6 日（土） R 財団セミナー

（熊本東南 RC 幹事 村瀬直久）
１）
髙山泰四郎ガバナー、秋吉 実 社会・国際奉仕委員長より、

日田市
熊本県
宇城市

マリエールオーク

白石 繁

小川総合文化セン
ター

村瀬直久

ラポート

山田公也

10 月 6 日

ローターアクト

熊本県

熊本ホテルキャッ

年次大会

熊本市

スル他

宇佐八幡 RC 創立

大分県

３０周年記念式典

宇佐市

11 月 11 月 4 日（日）

小畑成司

パイン日田

（土）
・7 日（日）

社会・国際奉仕セミナーの案内。
日時

大分県

昭和学園高等学校、

（案内予定）

宇佐神宮参集殿

案内中

２０１８年１０月２７日（土）
①社会奉仕セミナー
９：３０〜１２：００（受付開始

９：００〜）

■スマイル報告

②国際奉仕セミナー

（熊本東南 RC 親睦・スマイル担当委員 中島祐爾）

１３：３０〜１６：００（受付開始 １３：００〜）
開場

熊本県民交流館 パレア
全員スマイル

熊本市中央区手取本町８番９号

５９，
０００

円を

（テトリア熊本９階・１０階）
公益財団法人 熊本県ロータリー奨学会へ寄付
２）
髙山泰四郎 2018 〜 2019 年度ガバナー、永田壮一 2017 〜
2018 年度ガバナー、工藤 隆 2018 〜 2019 年度財務委員長、久
我彰義 2017 〜 2018 年度財務委員長より、2017 〜 2018 年度

＜目録贈呈＞

熊本東南ＲＣ

白石 繁 会長より

公益財団法人

熊本県ロータリー奨学会

地区資金決算報告。
小糸興起 理事へ

３）
熊本中央ＲＣより、第１０回 熊本中央ロータリークラブチャリ
ティコンペ及び記念懇親会の案内。

■スマイル贈呈

≪ゴルフ≫
日

時

２０１８年１０月１９日（金）

例会並びに開会式
場

所

午前７時３０分、スタート

午前７時４５分

（熊本県ロータリー奨学会理事 小糸興紀 )
（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

あつまるレークカントリークラブ
宇城市松橋町曲野６１０

プレー代

キャディ付

９，７５０円、参加費

３，
０００円（チャリティフィー込）
ルール

ダブルペリア方式

≪記念懇親会＆表彰式≫
日

時

２０１８年１０月１９日（金）１８：３０〜

場

所

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

会

費

２５Ｆ「ブランミュール」

■謝辞
（熊本県ロータリー奨学会理事 小糸興紀 )

６，０００円（当日集金）

−２−

■出席報告
月日

会員数 出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

3

36

87.80

45
08 月 22 日 （免 4）
41
45
09 月 05 日 （免 4）
41
☆新入会
☆退会
☆出席免除
08 月 22 日 河岸彦治

住江正治

島村徹男

鷲山法雲

09 月 05 日

住江正治

島村徹男

鷲山法雲

内田敏視

渡邉一弘

山本浩之

33

32

河岸彦治

78.05

☆欠席者
08 月 22 日（5 名）
西村陽介
山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

9 月 26 日です。

■ガバナー補佐挨拶
（熊本第３グループガバナー補佐 開 克行 )

■ガバナーアドレス
（ＲＩ第２７２０地区ガバナー 髙山泰四郎 )

−３−

■閉会、点鐘
（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )
編集者

松岡泰光

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ホームレスへの偏見をなくす
投稿日 : 8 月 7, 2018
〜ロータリーファミリーとして。
「行動人」として。
寄稿者：林 怡君
（エリーズ・リン、台北錫口ローターアクトクラブ会員）
長年、ロータリーファミリーの一員
となってきた私は、地元の社会問題
に対して関心をもつようになりまし
た。さまざまな奉仕活動にかかわる
うち、地元の町をより良く変えるた
めに何ができるかと考えるように
なったのです。
台北に住む人なら、路上生活者たちの複雑な問題を知っています。
ただ、ホームレスに対する典型的な偏見のせいで、これら路上生
活者たちは仕事がなかなか見つからず、悪循環から抜け出すこと
ができません。この問題を解決し、彼らの基本的なニーズを満た
し、この問題に対する人びとの意識を高めてホームレスへの見方
を変えるために、私たちは行動を起こすことにしました。
こうして立ち上げた「Stone Soup プロジェクト」では、家族、友
だち、同僚、市民から募金を募り、その資金で食材を買って調理
し、ホームレスの人たちに弁当を配りました。弁当を配った後に
は、一緒に座り、彼らのストーリーに耳を傾け、それぞれが抱え
ている問題を理解するよう努めました。
「この活動に参加したおかげでホームレスへの偏見がなくなった」
と友人たちが口にした時には、活動をやってよかったとつくづく
実感しました。
地元の人たちのやる気を引き出し、一緒に活動すること。これこ
そ、行動することの真の価値ではないでしょうか。行動を通じて
人びとにインスピレーションを与えることができるのです。
社会問題への取り組みは容易ではありません。私たちも、多くの
課題を克服する必要がありました。長年ホームレスへの支援活動
を行っている団体と会ったり、近隣住民からの反発を配慮して慎
重に活動の場所を選びました。また、実際にホームレスの人たち
と会って、現状やニーズを聞きました。「行動人」として、これ
らの課題を通じて学び、成長し、その知識を人道的奉仕に役立て
たいと思います。
状況を少しでも変えたい、という願いから始まったこの活動も、
行動を起こさなければ実現は不可能でした。
「行動人」としての
精神は、誰の心にもあります。問題に目を向け、それに取り組む
ための一歩を踏み出すことが大事なのです。自分一人では難しく
ても、思いやりある人が集まれば、行動のインパクトを大きく高
めることができるでしょう。

−４−

