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第１７９６回例会

■ 点　　鐘 　12時30分
　

■ ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー
　

■ 唱　　和

四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

■ ゲ ス ト

　ブ・タンビンさん （米山奨学生　ベトナム国籍）

　 萩  尾 　 憲  司 氏
はぎ お けん じ

（ブ・タンビンさんカウンセラー／別府北ＲＣ）

　 萩  尾 　 弘  子 さん（萩尾憲司カウンセラー 令夫人）
はぎ お ひろ こ

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　皆さん、こんにちは。会長の時間です。

　今日は第１回の改善委員会を実施いたしました。

　今回の主な内容は大きく２つになると思われます。

　一つはクラブ細則の改定です。

　皆さんには何度か伝えていますが、世界のロータ

リークラブの定款が変更されました。内容は今まで

のロータリーの根幹を変える内容も多数あります。

　皆さんもご存知のように会社でも定款は非常に重要

な内容でありますので簡単に扱う事ができません。

よって、定款を重視しながらクラブ細則を変更して
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委員長　山下　唱徳■ 出席報告

３名ゲ ス ト38名会員総数本

日

０名ビジター18名出 席 数

64.29％出 席 率10名欠 席 数

82.14％修正出席率78.57％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、黒岩、西、

檀上、東保、持永、坂本、箕作

出席規定免除：

西村名 誉 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1794回例会）

　　　　髙橋（別府中央）

■　欠　　席

渡辺、笠木、但馬、後藤、桝田、西（貴）、中塚、

髙橋、山下（唱）、梅津　



別府東RCの現状に沿った内容にできればと思います。

　本格的スタートは次年度長野年度になると思い

ますが、次年度は荒金会員がガバナー補佐にも就任

されますので、別府東ＲＣとして時代に沿った変更も

実施しながら、ロータリーの良い文化を継承できる

内容にできればと思います。

　また、もう一つは現状の別府東ＲＣの細部不明確な

点をクリアーにするとともに、会費の使用の中身の

見直しを実施できればと思います。現状当クラブも

38名と会員も減っていますし、市内クラブも会員が

減少しています。新しい会員を増やすためにも会費

負担を少なくして入会促進ができる形になればと

思います。瑞木クラブ改善委員長をはじめ、各委員

の方々には御足労かけますが宜しくお願い致します。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．10月14日12：30～両築別邸に於いて開催され

た別府ＲＣ例会に卓話派遣された鄔 博 文くんの
引率に荒金信治カウンセラーが同行されました。

２．10月15日14：00～熊本市国際交流会館に於い

て「第１回次期ガバナー補佐研修会」が開催され

2017－2018年度ガバナー補佐の荒金信治会員が

出席されました。

３．本日、11：30～杉乃井ホテルに於いて「クラブ

改善委員会」が開催されました。

４．本日、19：00～野口原ソフトボールグランドに

於いて「別府ＲＣとの練習試合」を行います。

ご参加よろしくお願いします。

５．例会変更のお知らせ

　日出ＲＣ：11月１日の例会は『家族親睦例会』

の為、10月30日８：30～野口原ソフトボール

場（ソフトボール大会）に日時・場所変更

　大分南ＲＣ：11月４日の例会は『基隆東南ＲＣ

歓迎例会』の為、11月５日18：30～ホテル

ザーズに開催日時・場所変更

６．次週（10月27日）の例会予定

　　「ソフトボール大会壮行会」

　　　18：30～於ホテルサンバリー３Ｆ「まるや」

７．本日の回覧　①「大相撲九州場所観戦」申し込み

②「ソフトボール大会壮行会」出・欠席　③杵築、

中津、くにさき 各ＲＣ週報　④ハイライトよね

やま199　⑤おぎゃー献金「募金箱」

８．本日の配布　①ロータリーの友　10月号　②ガバ

ナー月信vol.04　③2016－2017年度地区大会パン

フレット　④週報№ 1794　⑤週報№ 1795

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　別府北ＲＣ　萩尾憲司会員　本日は米山記念

奨学生のブ・タンビンさんを連れて参りました。

暖かく見守って下さい。（多額のニコボックス

をいただきました）

　荒金信治会員　今年度の改組日展に、私の門人

にあたります「後藤鶴心」が入選しました。

私の名誉にもなります。ありがとうございます。

ちなみに私は13回入選して現在は会友になって

おります。大分県では２人です。３口

　先週の観月会、お疲れさまでした。大変すばら

しい句とは裏腹にロータリアンとして余りに

お下品な句を詠まれた３名、梅野会員、桝田

会員、山下唱徳会員より１口ずつ。

（10月13日分）

　黒岩　英会員　九州国画会の「無鑑査」に推薦

されました。５口

　一力秀次幹事　ソフトボールの練習を休んで

申し訳ありません。３口

本日は、ロータリー財団事業「ポリオ撲滅」の為

の使途指定寄付積立てに向けた『1500円ランチ』

（第４回目）を実施します。 会員皆様方のご協力

をお願い致します。

萩尾ご夫妻、ブ・タンビンさん、竹内会長

　私はブ・タンビンといいます。

生まれはベトナムです。

　現在ＡＰＵの４年生です。

大学ではカルチュラル・スタ

ディーズ・ニューメディアを

通して多文化社会への理解を

深める研究をしています。

　母国ベトナムは南北にＳの

字の形をしています。面積は34万、人口9,100万人、

首都は北部ハノイですが、最大の都市は南のホーチ

ミン（サイゴン）です。私は南のホーチミンの出身

です。

　国の花は蓮です。蓮は汚れた水であっても綺麗な

花を咲かせます。何度も何度も花を咲かせると、

池の水はどんどん浄化されていきます。我慢強い

ベトナム人に似ています。私の名前、タンビンは

平和の意味です。

　ベトナムには日本と同じように、四季があります。

米山奨学生 　ブ ・ タ ン ビ ン さん



冬は雪が降り、春には花が咲きます。

　北部と南部の人々の性格は随分ちがいます。まじ

めで勤勉・計画性のある北部に比べ、南部はマイ

ペースで楽観的・フレンドリーです。私は南部です。

　料理は日本人はおいしいと言ってくれます。箸と

スプーンで食べます。フォー（ライスヌードル）・

春巻き（生・揚げ）・バイイセオ（お好み焼き）は

みんなおいしいと言ってくれました。ベトナムは

コーヒーも有名です。生産量はブラジルの次です。

飲んでみてください。ベトナムの家庭はほとんど

朝食をつくりません。朝は屋台で食べます。

　日本で楽しかったことは「すし」がおいしい。

みんなで、裸で入る温泉には驚きました。ベトナムに

はありません。いまはへっちゃらです。温泉大好き

です。日本の味噌も大好きです。日本人は皆さん

とってもやさしいです。

　私はＡＰＵのベトナム留学生のリーダーをして

います。日本の良いところ、すごいことを説明して

います。将来、大学院までいって教育のあり方、

教育のシステムを学び、母国の教育に貢献したいと

思っています。

　最後に米山奨学になれたことを人生の誇りに思っ

ています。これからも全力で頑張ります。

　東クラブの皆様、誠にありがとうございました。

RI第2720地区ガバナー

前 田 眞 実 氏

　ロータリークラブは 

1905年、アメリカ・シカゴ

にてポールハリスという

弁護士を中心に創立され、

現在、世界に約35,000の

クラブがあり、1,230,000人の会員が在籍して

います。

　目的は「意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある」とあり

ますが、端的に言うと世界で良いことをしよう。

また、そのような考え方のできる人材を育てよ

うという事です。

　そして、その目的の行動指針として第２項に

次の事が記されています。

　「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものにすること」

　これは、職業を通して社会に貢献することを

意味し、他の奉仕団体とは異なったロータリー

独自の職業奉仕理念です。

　この職業奉仕の理念をロータリーに説いたの

がアーサーＦ・シェルドンです。

　1908 年にシカゴロータリークラブに入会後、

1911年に「He profits most who serves best＝

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と

いうロータリー標語の原型となる言葉を掲げ

ました。

20世紀初頭のシカゴでは悪徳と信用不安が横行

し、消費者は自分で自分を守るしかなかった

当時にあっても公明正大に経営している商店や

会社が大成功している事実を知って、その理由

を探求し、「常に他人の立場を考えて、他人の

ためになるように尽くすサービスを実践して

いるものが成功を収める」ことを発見しました。

　彼は、ビジネスはすべて社会に尽くす手段

でなければならないという信念とともに生き

ました。

　これと同じような考え方は、黄金律である

キリストの「何事でも人々からしてほしいと

望むことは、人々にもそのとおりにせよ」。孔子

の「己の欲せざるところ、他に施すことなかれ」

や天台宗の開祖である最澄の言葉として「自利

とは利他をいふ」すなわち利他の実践がその

まま自分の幸せなのだという考え方等、全世界

に共通してあります。

　私達、職業人が自らの事業の継続的な発展を

願うことは当然のことです。企業経営によって

利益を得ることも当然であり、決して悪いこと

ではありません。

　しかし、倫理にかける方法や法に触れる方法

で利益をあげたとしても、それは一時的なもの

で長続きするものではありません。

　シェルドンは、自らが利益をあげることのみ

に狂奔せずに、自分の職業を通じて地域社会の

人に奉仕するという態度で企業運営をすれば、

その見返りとして最高の利益が得られることを

説いたのです。

　現在、世界の至る所で争いが起きています。

シェルドンをはじめ、先人たちの教えを世界の

リーダーたちが実践すれば、紛争の無い心豊か

な最高の無形利益が得られます。

　今、未来へ向けて大局的な決断と行動がリー

ダーに求められています。

　職業奉仕の理念で学ぶことは沢山あります。
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