熊本東南ロータリークラブ

第 2720 地区

週報

創立 1984 年 4 月 4 日

２０１7 ～２０１8 年度国際ロータリーのテーマ

ロータリー : 変化をもたらす

●会長
●幹事

白木
古田

誠一
哲朗

No.1615 平成 30 年 05 月 30 日 第 42 回例会

※例会日

毎週水曜日

１２：３０～

http://www.serc2720.org email:serc@serc2720.org

※例会場

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内



※事務所

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

TEL 354-4521 FAX 354-4053

■点鐘

もちろん交換留学ですのでフランスからは可愛い高校生が来まし

■国家斉唱
■ロータリーソング「奉仕の理想」

したが、写真を見るとかなりぽっちゃりと横に大きい感じでした

た。事前に交換留学生の書類、写真をみたら優秀な生徒のようで
が、来てみるとほっそりとした可愛らしい女の子でした。

後に写真とｲﾒｰｼﾞが違った事を、と尋ねると日本に来る前に 1 週

間以上入院して親不知 4 本を一度に抜いたそうでした。それで食

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )

事が出来ず痩せたとの事でしたが、来日してから３か月後には写

熊本第３グループ ガバナー補佐 大友利行 様（熊本グリーンＲＣ）

真と近い体形になってました。今度又 13 年ぶりに地区の事業で
長期のフランスとの交換留学制度がはじまるそうです。

綾二が帰国してからの話ですが、カストレ RC の近くの町にツー

■会長の時間（会長 白木誠一 )

ルーズと言うフランス第 5 の規模を持つ町があり、よくツールー
ズでも会議があったようで、留学先としてツールーズ行きたかっ

交換留学生

たと言っていました。

今日は 5 月最後の例会で 6 月の 1 ヶ月を残す

ツールーズは独特の建築的外観を持つ建物が多いことから、別名

のみになりました。

26 日の中央ＲＣ 30 周年は、私の次男が結婚式で出席出来ません
でした。皆さんお疲れ様でした。

5 月 27 日に東京の青山迎賓館で次男の綾二の結婚式でした。

高校 2 年の 17 歳の時にＲＣの地区交換留学生として南フランス

のツールーズ近くのカストレＲＣにお世話になりました。そこで
3 か所のホストﾌｧﾐﾘｰでお世話になり、本人は現地の高校に直接

『バラ色の都市』と呼ばれ、フランス人が一番住みたい街という
ことでした。又大学も多く学生も多く見かける街だそうです。

■幹事報告（幹事 古田哲朗）
１）

髙山泰四郎 ガバナーエレクト、倉田榮喜 職業
奉仕部門長、佐藤憲幸 職業奉仕研修委員長よ

行くようになりました。

なぜ本人がフランスを選んだかと言いますと、地区交換留学担当
の方が、大学になってからフランスに行っても、生活は自分でマ
ンションを借りて生活するようになり、日本人との交流も増えて
しまい、言葉が中々覚えられなくなるようです。

高校の時に行けば、向こうの家庭に入り、高校に入れば自然と言
葉、習慣を早めに覚えてしまうんだよと、指導を受け決めたよう
です。もう一つは、綾二が小学校低学年の時に、クラスに中国の
女の子が入ってきて、最初は言葉が中々判らなかったと、言って

いましたが、数か月後には難なく話せていた記憶があるようでした。
そういう経験からフランスも進められ、決めたようです。

後で分ったのですが、フランスの交換留学は 2720 地区では初め

ての事だったそうです。ちなみに 2720 地区で交換留学第 1 号は
熊本ＲＣの福田先生だったそうです。又福田先生が選考委員も務
めておられました。

地区の方の話では、東南アジア、ヨーロッパなど世界中の情報が
あったようですが、99％は英語圏への女の子の志望が多かった

り、職業奉仕研修セミナーの案内。
日時
場所

２０１８年７月１４日（土）１３：００～１６：３０
ホルトホール大分

次のセミナー日程は順次案内されます。
日時
場所

２０１８年９月２２日（土）１３：００～１６：３０
ホルトホール大分

出席対象者
日時
場所

２０１８年９月２９日（土）１３：００～１６：３０
熊本県民交流会館パレア９階第１会議室

出席対象者

ではとの事でした。

フランスに行く 1 年前から、現地での生活指導などが地区で毎月

比較的入会歴新しい会員と希望者

日時

２０１８年１２月２日（日）１３：００～１６：３０

場所

大分

ホテルザーズ

定員

１５０名（先着順）

講演 渡辺好政元ＲＩ理事をお迎えして職業奉仕を深める記念大会
大分市都町３－２－２４

☎０９７－５３５－１０００

そうです。

インドでの留学では、通学なども、リムジンの送り迎えもあるの

大分市金池南１－５－１

比較的入会歴新しい会員と希望者

２）

慈愛園子供ホームより、ワンパク絵画・工作展の案内。

講習会として開催されました。

－１－

日時

２０１８年６月１３日～１９日

場所

３）

助け合いである」と言っております。

（最終日～１７：００）
鶴屋新館８F

「思いやり」については、多くの人が格言的に言っている言葉が

ふれあいギャラリー

チャイルド・ファンド・ジャパンより、会報「スマイルズ」の送付。
４）

6月16日（土）

７月 7月21日（土）

訣というものがあるとするならば、それは他人の立場を理解し、
言っております。また、日本の混血孤児収容施設エリザベス・サ

今後の行事

6月 6月2日（土）

フォード自動車会社の創始者、ヘンリー・フォードは「成功に秘
自分の立場と同様に他人の立場から物事を見る能力である」と

第２回臨時理事会報告。
開催日

ありますが、その中から二、三紹介しますと、

ンダース・ホームの創設者の澤田三喜女史は「足の悪い人を見た

場所
会場
出席者
行事名
ローターアクト会長幹事会・
大分県大分市 ホテルサンバリー 松本一也、宮川義行
研修会

ら、片方の足が短いと思うより、もう片方の足が長いと思うこと

熊本南RC創立60周年記念
熊本県熊本市 ホテル日航熊本
式典・祝賀会

福井学、古田哲朗、松本繁、前田日
出夫、宮川義行、小畑成司、佐野
茂、白木誠一、内田信行、山田公也

米山記念奨学会 夏季研修
熊本県阿蘇市 阿蘇ＹＭＣＡ
会

米山奨学生、カウンセラー

7月14日（土）

管理運営セミナー

大分県大分市 ホルトホール大分 案内中

7月14日（土）

職業奉仕研修セミナー

大分県大分市 ホルトホール大分 新着

です」とさとされております。

また、中国の古い諺に「背の低い人、足の短い人の前では、短い
という言葉を言ってはならない」という意味のものがあります。

たとえば、そういう人の前では、たとえ鉛筆のことでも短いと言っ
てはならないということです。

それから、ずいぶん昔の話になりますが、1930 年代、元イギリ

ス国王のウインザー公が、各国の王侯を招いて宴会を開いた時の
ことです。その時、インドの王様が、テーブルに出ていたフイン

■ロータリー情報の時間

ガーボールの水を誤って飲んでしまいました。居並ぶ高位高官は、
そのマナーを知らなかったことをさげずむような眼差しでお互い

（ロータリー情報担当委員 佐野茂 )

に視線を交わしていました。これを見たウインザー公は、自分の
前にあったフインガ―ボールの水をグイと飲み干してしまいまし

「思いやり」

本日は「思いやり」について話を致します。

た。こういう逸話ですが、これも他人を思いやる信条の表れだと

ているわけですが、十人十色と言うように、人はそれぞれ顔かた

を人一倍持つように培いたいものだと思います。

人一人違います。また、人間は神様、仏様でもありませんから、

■ガバナー補佐ご挨拶

われわれは、社会において人と人とのつながりの中で人生を送っ
ちが違いますように、生い立ち、性格、生活環境、また感情も一
完全無欠というような人はまずいないでしょうし、人それぞれに

思います。私どもも、ロータリーで相集いながら、思いやりの心

良い点もあれば悪い点も持っております。つまり長所もあれば、

国際ロータリー第２７２０地区

私ども、会員同士においても、全く同じことが言えるのではない

熊本第３グループ ガバナー補佐

２０１７～２０１８年度

欠点、短所も持っているということです。
でしょうか。

会員は、一人一人それぞれに長所、良い点を持っております。そ
れぞれの良い点を見出して、それを自分のものにする、つまり吸
収する努力をするということで、また、一方、人の欠点を自分の
身に置き換えてみて、同じような欠点がないかどうかを反省し、
もしあればそれを直そうと努力することが大切であります。

そして、それと同時に、人の欠点をそしったりなじったりするの
ではなくて、許し合うように努力することが必要であり、このこ
とが寛容の心、思いやる心となります。

かつて、ロータリーの機関雑誌の「ザ・ロータリアン」で、「ロー
タリーを一口でいえばどういうことですか」というアンケートを
とったことがありますが、その中で、あるベテランロータリアン
の答えとして「ロータリーを一口でいうならば、それは、寛容、
思いやり、同情である」という言葉がありました。

この「寛容」というのは、相手に対して思いやりの心を持つこと
から生まれるものでありますし、また「同情」という言葉も、同
じ感情を持つというのが語源だそうですから、つまりは、相手と
同じ生活感情を持ち、他人の喜びを自分の喜びとし、他人の悲し
みを己の悲しみとして、分かち合おうという「思いやり」の心に
他なりません。

■委員会報告

大友利行

（直前幹事 福井学 )
第４回熊本・大分地震対策会議 報告
平成３０年５月２６日（土）
１２：３０～１４：３０
議長：支援対策室（副ガバナー）前田眞実
議題
①義援金の現状報告（３０．４．９現在）
義援金総額：￥２７６，９０２，０９８－
義援金使用額：￥２７１，２７２，４２３－（１９クラブ）
残金：￥５，６０９，０４７－
※約７０万～約￥７，１６０万
②経過報告
③義援金の残金（約５６０万）の使いみち等についての協議
再度、各クラブに募集するとの事

■委員会報告

（会員増強担当委員 松本繁 )

したがって、ロータリーを一言で言うならば、
「思いやりの精神

で結ばれた団体である」と言っても過言ではないということです。
ロータリーの創始者ポール・ハリスは、
「寛容」という言葉を大

きく取り上げていますし、また、ロータリーのビルダーといわれ
るチェスリー・ペリーという人は「奉仕とは他人への思いやりと

－２－

新入会員セレモニー

■委員会報告

なります。頑張ってください。
◎松本繁 2,000 円
大友ガバナー補佐のご来訪を歓迎しスマイルいたします。

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之 )
新会員歓迎会の件

６月６日

■新会員卓話

１８：３０～「瑞恵」にて

●井村宣敏 会員
は熊本市北区植木町で生まれ、小、中学校と
地元の学校に通い、高校は熊本工業高等学校
を卒業しました。高校時代は応援団に所属し
ていまして、高校野球で 2 年生の春と夏、3

■委員会報告

（次期幹事 村瀬直久 )
委員会名簿の件

年生の春と 3 回甲子園球場にて応援してきました。当時の選手で
有名な選手は、もう引退していますが、読売巨人軍の緒方耕一選
手がいまして、私の１つ先輩になります。野球は高校ではやって
おりませんでしたが、良い経験をさせていただきました。高校を
卒業し、製造業の会社に就職しましたが、私には仕事が合わず辞
めました。

■出席報告

（出席・プログラム担当委員 松岡泰光）
月日

会員数 出席者数

MU

45
05 月 16 日 （免 3）
31
4
42
45
05 月 30 日 （免 4）
29
41
出席免除
05 月 16 日
住江正治
鷲山法雲
05 月 30 日
住江正治
鷲山法雲
欠席者（7 名）
05 月 16 日

小松野正彦

内田敏視
山本修三

修正出
席者数

出席率
（％）

35

83.33
70.3

島村徹男
島村徹男

益田敬二郎

山本浩之
渡邉一弘

今度の 100% 出席の日は

それからは、営業の畑で仕事をするようになり今に至ります。
営業では商品取引の会社に就職しまして、バブル時代の影響もあ
り成績も優秀でありました。しかし、バブル崩壊とともに、業界
の雲行きが怪しくなり、同業の営業マンが殺されると言うニュー
スなど報道されてきたので、自分の身の安全を考えているところ
に、熊本東南熊本東南ロータリークラブの草村会員と出会い保険
の仕事を一緒にやらせていただきました。

河岸彦治

その後、車の販売会社の社長より声を掛けていただき保険の仕事
をやりながら、車の営業をしておりました。
その会社が経営統合で無くなる事になり、現在仕事をしています

山坂哲生

アクサ生命保険株式会社の所長に出会い今に至ります。
最後に保険のご案内で１つだけさせていただきます。
業界初の保険で海外危機対策保険が出まして、商工会議所会員様
だけになりますが、海外にてテロ、災害などによる帰国不能とか

06 月 27 日です。

■スマイル

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）
◎大友利行 様（熊本グリーンＲＣ）5,000 円
熊本第３グループガバナー補佐をさせられました、熊本グリーン
ＲＣの大友でございます。皆様のおかげで何とか終了が近づいて
きました。今後は１会員としてよろしくお願いいたします。
◎白木誠一 50,000 円
大友ガバナー補佐の来訪を歓迎します。１年間御指導ありがとう
ございました。私の次男が東京青山迎賓館で結婚式を２７日に挙

げました。綾二が小４の時に兄が高１で交通事故で亡くなった思
いが強く出ていました。
◎宮川義行 5,000 円
５月２６日中央ロータリー創立３０周年記念式典がニュースカイ
ホテルで行われ、佐野会員、福井会員、山田会員、前田日出夫会
員、堤会員と参加しました。益城中学校吹奏楽部の素晴らしい演
奏をはじめ帯山中学校合唱部の合唱、福島県の好間高校のタヒチ
アンダンス、祝賀会では中央ロータリー会員による完璧な歌と演
奏がありまし。素晴らしい式典だったと思います。恒例の懇親会
はめずらしく１２時前に引きあげました。土曜日はゆっくり歌え

の際にアクサが責任を持って帰国などの手助けをする保険になり
ます。皆様も海外へ仕事などで行かれるケースが多いと思います
ので、ニーズがある企業様はご検討いただければと思います。
1 企業年間 60000 円（税抜）です。

●彌冨照皇 会員
【日本台湾交流協会（日本政府）奨学金】【ロータリークラブ米山奨学金】
↓
↓
国立台湾海洋大学→→九州大学大学院修士課程→→博士課程
→→修了、帰国→→（財）生物技術開発センター（研究員）→熊本
①私と米山奨学金

世話クラブ：第２７００地区
八幡南ロータリークラブ
（当時会員数７０名位）
カウンセラー：俵 一彦先生

ません。まきで１５曲、シルバーレインで２０曲でした、４人で。
２７日はアクトの例会に松本一也会員と出席しました。
◎沼田敏雄 5,000 円
今年も５月最終例会になりました。あと１ヶ月（６月）で今期も
終わります。早いですね！白木会長、古田幹事、もう少しで楽に

－３－

歓迎会

カウンセラーと私

例会にての奨学金贈呈式

本日の例会の内容

②私と MAKE-UP

お食事

食事有のときの印
サラダ OR スープ

（日本）宮崎北ロータリークラブ
（海外）ROTARY CLUB OF METRO NEW YOUR CITY

ツナスデーキ

◎会員数：４８名
◎女性会員半数ぐらい
◎交換留学生奨学生経験者多い
◎例会会場はタイムスクエアに近いので、世界各国及び米国国内
からのヴィジターが多い。
◎例会は第２と第４水曜日夜７：００〜
◎会員は３８歳〜

デザート

◎食事３５ドル
例会当日

会長兼進行役

クラブの紹介

会場探し

PUB レストランの 3 階

会長一人で例会の準備を

HAPPY dollars

階段の踊り場

例会後の交流は大事！

早い時間帯に着いた

卓話

ニューヨーク証券取引所
国際証券部門長

ニューヨーク証券取引所
南米部門長

早速交流スタート

点鐘を

旗を

■点鐘
－４－

北米最大出版社副社長
ポストンロータリークラブ

編集者

村瀬直久

