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■幹事報告

■点鐘

（幹事 村瀬直久 )

■国歌斉唱「君が代」

１）
熊本北ＲＣより、創立４０周年記念例会のお礼。

■ロータリーソング「我等の生業」
■来訪者紹介（会長 白石 繁 )

２）
瀧満 ガバナーエレクト、大庭由樹 次期会員増強部門長より、

米山奨学生

李靖清 さん

２０１９〜２０２０年度地区会員増強セミナーの案内。
（各クラブ最低１名の参加をお願いします）

■出席 100％表彰（会長 白石 繁 )
日時

２０１９年６月１５日（土）１２：３０〜１６：３０

３５年間 100% 出席

佐野

茂

会員

３０年間 100% 出席

松本

繁

会員

２５年間 100% 出席

沼田敏雄

会員

２０年間 100% 出席

志賀重人

会員

３）

１５年間 100% 出席

吉田嘉昭

会員

大分キャピタルＲＣより、

場所

中津市 教育福祉センター
中津市沖代町１丁目１１−１

ＴＥＬ：0979-24-4294

大分キャピタルＲＣ２０周年記念ゴルフ大会の案内。
日時

２０１９年９月８日（日）８：３０

場所

城島高原ゴルフクラブ

■会長の時間

アウト、イン第１組スタート

（会長 白石 繁 )
■お疲れ様でした。
4 月 12 日〜 14 日の 2 泊 3 日で行いました「35 周年記念例会」
。

４）

皆さんお疲れ様でした。ご来訪者の方々からも大変好評でした。

髙山泰四郎 ガバナー、谷光純弥 地区ローターアクト代表より、

全員で一生懸命準備をし、精一杯のおもてなしと感謝の意が伝

第３４回地区ローターアクト研修本登録の案内。

わった結果だと思います。
ホームグランドを飛び出しての記念例会でし

日時

２０１９年６月２９日（土）
・３０日（日）

た。計画当初は色々な意見もありましたが、企画決定後の全会員

場所

かんぽの宿

初めての試みで

阿蘇

の「働きぶり」は本当に素晴らしく思います。個々の活躍を挙げ
ればキリがありません。どなたも真剣な眼差しで行動されました。
運営に当り、先頭に立ち、見事なリーダシップを発揮された松本

５）

繁実行委員長には深く感謝いたします。企画・段取り・担当配置、

モンゴル米山学友会より、世界米山大会の案内。

当日のスケジュールは勿論

来訪者への気配りなど、何れも多く

の時間を費やし、詳細に検討されたことに改めて感銘いたしまし

日時

２０１９年７月２７日（土）
・２８日（日）

た。何より持ち前のお人柄が成功裏に導かれたものと思います。

場所

モンゴル国ウランバートル市

今回の記念例会を通じ、東南ロータリーが揺るぎないものに近づ
きつつあると実感させられたイベントでした。皆さん本当にお疲
れ様でした。また頑張りましょう。

−１−

として、1911 年 8 月米国オレゴン州ポーランドで催された第 2

■今後の予定

回ロータリー大会で承認されたものです。
会長ノミニー

大分県

研修セミナー

大分市

ホルトホール大分

シェルドンが「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」の

5 月 5 月 12 日（日）

中で考えた報いすなわち報酬とは、物質的なものかそれとも精神

松本一也

的なものなのか、その後いろいろ議論のあるところですが、ポー

熊本平成ＲＣ創立 30

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本

周年記念例会

熊本市

ニュースカイ

ル・ハリスはこれについてこういっております。
『シェルドンは、
彼自身に関する限りいわゆる精神的報酬に主眼を置くものであ
る。ただし、彼の目的は、最大多数の人々に最大限の幸福をもた

6 月 8 日（土）

らすことにあった。その最大多数の人々は金銭的利益に多くの関

案内中

心を持つという事実を承知していたから、この金銭的利益を求め
地区会員増強セミナー

大分県

る人たちこそ彼が呼び掛けたいと望んだ人たちであったのだ。
』

中津市教育福祉センター

中津市

と解説しています。

（土）
6 月 6 月 15 日

つまり、当時の世相として物質的利益を追求する者の多い中で、
新着

奉仕を説くためには、物質的利益を無視した考え方では到底受け
れないということから、精神的な報酬と同時に物質的な報酬に焦

地区ローターアクト

熊本県

研修会

阿蘇市

6 月 29 日
（土）

点を当てて主張したものと思われます。

かんぽの宿 阿蘇

また同じころに米国ミネソタ州ミネソタのロータリー会長で

30 日（日）

あったベン・コリンズ、この人は弁護士ですが、
『我々のクラブ
新着

には今日まで守り続けた原則がある。それはサービスであり、利
己ではない。即ち、無私の奉仕（Service Not Self）である』と発
表し、ロータリークラブを組織する適切な方法は「無私の奉仕」

■ロータリー情報の時間

という原則を貫くことだという意見を述べました。

（ロータリー情報担当委員 佐野 茂 )

シェルドンは、もっぱら事業家の立場で「サービス」を説いて
おりますが、コリンズは、弁護士という専門職務の立場からさら

ロータリーの標語

に徹底して、
「無私の奉仕」という言葉を提案しました。

ロータリーの標語は、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
と「超我の奉仕」という二つがあります。
すなわち、これは自分の為に利益を得ようとする欲望と、他人
に奉仕をしようとする義務感との間に、それに伴う心の争いを調
和させようとするロータリーの根本的な奉仕の心理を効果的に表
現したものでありまして、多くの文献にも用いられており、ロー
タリアンに親しまれているものです。
これらが , ロータリーの標語になった経緯を申し上げたいと思
います。
ポール・ハリスが創立した 1905 年当時のロータリーというの
は、ごくありふれた単なる社交クラブでして、美味しい食事をし、

その後、この「無私の奉仕」の「無私」は宗教的であり極端に
過ぎるとして「超我」と修正され、
「最もよく奉仕する者。最も
多く報いられる」と「超我の奉仕」
（Service Above Self）が 1950 年のデトロイト国際大会において
公式標語として正式に承認されました。
このような経緯から、二つの標語が生まれたわけであります。
さらに、1989 年の規定審議会において「超我の奉仕」という
のが、利己的でないボランティアの奉仕の哲学を最もよく説明し
ている文言であるとしてロータリーの第一標語と位置付、「最も
よく奉仕する者、最も多く報いられる」を第 2 標語とすることを
決議いたしております。

面白いことを楽しみ、クラブの仲間だけの
内輪の友情を大切にしてお互いに助け合うだけのクラブで、そこ
には奉仕といった考え方は全くありませんでした。

■委員会報告
（３５周年実行委員長 松本 繁 )

ところが、創立後 3 年経った 1908 年にアーサー・シェルドン
という人が入会し、その時、彼は、利益追求と暴力に荒廃しきっ

３５周年記念事業について

ていた当時のシカゴに、このような社交クラブの一つを加えても、
一体何の役に立つだろうかと疑問に思っておりまして、どのよう
な混乱した社会にあっても、他人の立場を考え他人の為になるよ
うに尽くすという信念をもって事業活動を遂行する者が、結局は

■委員会報告
（会長エレクト 内田信行 )

競争に勝って自分および他人の幸せを手に入れているという事実
に気付いて、このような活動、すなわち奉仕、Service こそがロー

板橋南區扶輪社、和歌山東南ＲＣ、宇佐ＲＣ

タリーの存在意義であると主張して、初めてロータリーに奉仕の

からのお土産について

考え方を取り入れたわけです。
そして、シェルドンは、1910 年の演説において「その仲間の
ために最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という所見を

■出席報告
（出席・プログラム担当委員長 福井 学 )

発表したのでした。
これについて若干の修正を加えて、
「最もよく奉仕する者は、
最も多く報いられる。
」という表現で、ロータリーの最初の標語

−２−

月日

会員数 出席者数

44
04 月 03 日 （免 3）
41
44
04 月 17 日 （免 3）
41
☆退
会
☆出席免除
04 月 03 日
04 月 17 日

34

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

3

37

90.24

◎鈴木義親 5,000 円
３月、４月と忙しい月でした。孫の卒業式、入学式、入園式、そ
して統一選挙、ロータリーの３５周年と！山本会員の市議会当選
おめでとうございます。３５周年事業のお世話の皆さんお疲れ様
でした。

35

85.37

島村徹男
住江正治

住江正治
島村徹男

志賀重人
鷲山法雲

☆欠席者 4 名
04 月 03 日 西村陽介

渡邊一弘

山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

◎宮川義行 5,000 円
３５周年記念例会、皆様本当にご苦労様でした。昨日は熊本地震
本震３年目でした。いまだに仮設住宅に 16,000 名からの被災者
が居られる現状と震度３や４の地震が繰り返される現実。災害復
旧は時間がかかります。阿蘇も久しぶりに噴火しました。防災の
準備が常に必要です。いつまでも皆さんが健康と安心の生活を送
られますようにスマイルします。
◎吉田嘉昭 3,000 円
創立３５周年記念例会、松本実行委員長はじめ皆様大変お疲れ様
でした。

山本浩之

4 月 24 日です。

◎横山佳之 3,000 円
先日の３５周年記念例会お疲れ様でした。

■スマイル報告

◎小松野正彦 2,000 円
東南ＲＣ３５周年記念例会、皆様お疲れ様でした。

（親睦・スマイル担当委員長 松岡歩紗実 )
◎松本 繁 10,000 円
３５周年が全会員の皆様、奥様方、そして白野さんの絶大なご協
力により、無事に成功裡に終わることが出来ました。心より感謝
しスマイル致します。

◎松岡泰光 2,000 円
３５周年行事、皆様お疲れ様でした。ゴルフ２日目にベストスコ
アを更新できましたのでスマイルします！本日は卓話担当いたし
ます。会報・雑誌については少しだけで、残りは親睦ゴルフの映
像をお楽しみください。ありがとうございます。

◎白木誠一 10,000 円
創立３５周年例会が無事終わって、松本実行委員長をはじめお疲

◎彌冨照皇

れ様でした。板橋南區扶輪社、和歌山東南ＲＣ、宇佐ＲＣと、楽
しんで帰って行かれたと思います。

３５周年記念例会はお疲れ様でした。こんなに楽しい会合は初め
てです。東南クラブに入会してよかったです。皆さん有難うござ
います。

◎渡邉一弘 10,000 円
長らく出席できず申し訳ありませんでした。今後毎回出席できる
ように努めて参ります。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
◎沼田敏雄 5,000 円
３５周年記念式典、松本委員長はじめお世話された方、お疲れ様
でした。立派な式典でした！
◎潮谷愛一 5,000 円
３５周年ご苦労様でした。スペシャルオリンピックスの寄付あり
がとうございました。

2,000 円

◎小畑成司 1,000 円
会長、幹事、そして実行委員長、そして白野さん、そして皆さん。
皆さんのご協力で無事に３５周年の諸行事を終了する事ができま
した。ありがとうございました。前日まで人数変更が続き、当日
を迎え、ハラハラしながら添乗業務して参りましたが、みなさん
事故もケガもお病気もなく終了できましてホッとしております。
通訳の彌冨さんは大活躍でした。松岡さんのお菓子も最高でした。
全てバッチリの３５周年記念例会でした。

■会報・雑誌委員会卓話
◎内田信行 5,000 円
３５周年、会長、又、実行委員長、クラブ会員の皆様、大変お疲
れ様でした。自分の歌の下手さに気付きました。文章はパソコン
から盗むものではなく自分で作るものと尽く尽く思いました。自
分への反省です。３５周年が無事に終わった事に感謝のスマイル

（会報・雑誌担当委員 松岡泰光 )

です。
◎堤

勝也

5,000 円

皆様３５周年、お疲れ様でした。

−３−

山に、3 年前より黒松の植樹をしています。
まだまだ小さい木ですが、子どもたちが地元の自然を大切に
思い成長し、共に大きくなるのが楽しみです。
（情報提供者：クラブ幹事、平井 豊）

『街中にホタルを呼び戻すことはできるのか？』
行橋ロータリークラブ（福岡県、第 2700 地区）
私たちは半世紀を越えて街
にホタルを呼び戻すことが
できるでしょうか？
街の中心を流れる歴史ある
運河を見つめ直し、皆で水
環境について考えます。
ホタルの大先生を招いての
講演会にはロータリークラブ会員、インターアクトクラブの
女子達に加えて、近隣の区長さんや市役所の方など３世代に
わたる人々が集まりました。
みんなの様々な想いとロマンをのせて、きっとホタルは帰っ
てきます。
>> 舟路川ホタルプロジェクト
>> クラブ・フェイスブックページ

■点鐘
編集者

（情報提供者：クラブ会長、福島 小太郎）

松岡泰光

----------------------------------------------------------------------------------------------アースデー（4/22）に寄せて：地球を守るクラブの活動紹介
投稿日 : 4 月 12, 2019
石岡 87 ロータリークラブ（茨城県）

『エコな大人になろう！＆植樹 100 本！』

行橋ロータリークラブ（福岡県）

岡山南ロータリークラブ（岡山県、第 2690 地区）

岡山南ロータリークラブ（岡山県）

学校のゴミ箱を覗いてみる

今年もアースデー（4 月 22 日）が近づいてきました。1970 年に

と、リサイクルできる古紙が

米国ではじまったこの特別デーは、今日、その名にふさわしく地

大量に捨てられています。そ

球規模で各種イベントが開催されています。東京では、20・21 日

れは未来を担う学生たちの地

に「アースデー東京 2019」のイベントが代々木公園で開催される

球環境に対する危機感が乏

予定となっており、地球について考える絶好の機会となりそうです。
この日、小さなことでも地球のためになる何かをしてみましょう！
各地のクラブによって、植樹や森林河川の清掃・保全など、地球
のためになる活動が数多く実施されています。以下にその数例を
ご紹介します。

しい証拠。そこで、学生たち
を対象に環境講座（岡山国際
交流センター）を開催しました。古紙を 50kg リサイクルす
ると成木が 1 本助かることを教え、ざつ紙をミキサーで溶か
してハガキを作る実演をしました。2050 年に地球人口が 95
億人を超えたとき、資源のないわが国はどうなってしまうの
かと、直球勝負で警鐘を鳴らす 90 分となりました。若者た
ちよ、5R を忘れずに！！

『大きくな〜れ』

社会福祉法人「旭川荘」の皆さまにお花見を楽しんでいただ

石岡 87 ロータリークラブ（茨城県、第 2820 地区）

こうと、桜の植樹を続けています。1997 年に始まり、途中

毎年、自然公園指導員や地元
の方との協力のもと、石岡市・
高浜小学校の生徒さんと、自
分たちの周りの自然環境を学
び、学校近くに散在する荒れ
た雑木林のササや雑草を掃除、
整備する事業を行っています。
毎年続けることにより清々しい風が入り、きれいになってきた里

−４−

1 年あいて、今年で 22 回目を迎えました。2019 年、ソメイ
ヨシノ 6 本を植樹し、これで総本数が記念すべき 100 本目
となりました。
（執筆担当：加藤まさ）

