
 ９月新世代のための月間 
 

点 鐘          中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  田上和弘委員         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「我等の生業」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 

 人吉商工会議所女性会より 

 創作オペラ「おてものバッテン嫁入り」   
       公演のご案内   

         

 人吉商工会議所女性

会では地域の方々に楽

しんでいただこうと、

創作オペラ公演を企画

いたしました。地元の

オペラ歌手であります

馬場貞至(人吉ＲＣ会

員)さんにお願いし、熊本オペラ芸術協会の

方々により公演していただくことになりまし

た。 

 つきましては、当日の入場券のご購入と販

売をお願いできればと思っております。尐し
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でも多くの方にご来場いただき、無事盛大に

終了できますよう、ロータリークラブの皆様

のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

        中川貴夫会長   
 
 まだまだ、暑い日々が

続いておりますが、体調

は万全でしょうか？ご自

愛ください。私どもの業

界もエコカー補助金が８

日申請分は、交付されま

せん、打ち切りを発表いたしました。今後の

販売は厳しくなると思います。景気が良くな

るように期待するだけです。 

 さて、先週例会終了後、理事会を開催いた

しましたが、Ｒ情報 片岡委員長さんより、

まず理事の皆さんに理解して戴くために定款

変更について説明を戴きました。皆さんもご

存じだと思いますが、手続要覧は、ロータ

リーの事が分かるバイブルです。本手続要覧

には、国際大会、規定審議会、ＲＩ理事会、

ロータリー財団管理委員会で採択された方針

と手続きがおさめられています。同様に国際

ロータリー組織規定の現在の文書・国際ロー

タリー定款・国際ロータリー細則・標準ロー

タリー・クラブ定款、その他の規約文書・推

奨ロータリー・クラブ細則、国際ロータリー

のロータリー財団細則、ロータリー財団法人

設立定款の一部、手続要覧は３年ごとに出版

され、各ロータリー・クラブとＲＩ役員に１

部送付されます。現在の2007年版は、2004年

版以来の方針と手続の変更が織り込まれてい

ます。ＲＩ定款及びその他の規約文書を含む

手続要覧の意味、解釈について疑義が生じた



場合これらの規定事項に関して英語版が正文

となります。（英語版優先） 

 今年、2010年度版手続要覧が発刊されます

が本を見てからでは７月の年度交代には間に

合いませんのでＲ情報委員長さんには変更分

を先に送ってきます。それでも間に合わせる

のは難しい状況ではあります。 

 今年度、しっかり見直しておけば来年度は

そのまま使用出来ますのでＲ情報委員会の片

岡委員長はじめ委員の方々としっかり頑張っ

て作っておきたいと思います。後で、片岡委

員長さんが変更された部分を分かり易く説明

して戴きますので楽しみにしておいてくださ

い。又、新しいメンバーの皆様も他人事では

ありませんので真剣に聞いておいて欲しいと

思います。一般の企業・会社みたいに一度

作ったら末代まで変えない定款ではありませ

んので毎年チェックしなければなりません。 

片岡委員長さん、よろしくおねがいいたしま

す。 

 さて、今週９月６日（月）に、第１回 熊

本第６分区・会長・幹事会がガバナー補佐の

出身クラブ芦北ＲＣ例会場にて開催されまし

た。多良木ＲＣの小林幹事さんの車に同乗さ

せて戴き、渡辺幹事、人吉中央ＲＣの山口会

長、武井幹事、私の５人で参加致しました。 

 議題は、１．ガバナー公式訪問について 

２．ＩＭ開催について、３．「ロータリー・

クラブ ３２０キロ駅伝について」でした。 

 ①ガバナー公式訪問は、前からご案内して

おりますように、2010年10月８日（金曜日）

12時30分から14時まで時間を戴きたいと思い

ます。当日は、クラブ協議会を開催いたしま

すのでガバナーに質問のある方は前もってお

知らせください。今年は、クラブ協議会を２

日に分けて開催致しておりますので後半の奉

仕プロジェクト委員会部門が協議会になりま

す。ガバナーに議長をお願い致しますので質

問してみたい委員長さんは１日目と入れ替え

を致します。 

 また、前日の木曜日の夜、ガバナーを囲ん

での懇親会を多良木、人吉中央、人吉クラブ

３クラブ合同で、当ホテルあゆの里にて行い

ます。是非、伝統ある人吉ＲＣのメンバーの

多くの参加をお願い致します。また、近まり

ましたらご案内いたします。 

 ②ＩＭ開催についてですが、芦北ＲＣ主催

で開催をお願い致しました。開催予定は、来

年の４月中旪から５月連休前に行いたいと思

います。 

 ちなみに、新しい会員の皆様へ ＩＭ＝

（インターシティー・ミーティング）近隣都

市数クラブが集まって開かれるロータリーの

会合。五大奉仕部門をカバーしつつ、ロータ

リーの特徴やプログラムなどを検討します。

クラブ会員全員参加のこの会合の目的は、会

員相互の親睦と知識を広める事であって、さ

らに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕理

念を勉強するために開催されます。決議や決

定はありません。ＩＭへの出席はメークアッ

プとなります。以上がＩＭの説明です。 

 ③「ロータリークラブ３２０キロ駅伝」に

ついてですが、人吉中央ＲＣの前中尾ガバ

ナー補佐より以前話がありましたが、進んで

ないと言うか？止まっており、人吉中央ＲＣ

の山口会長より連絡をして戴く事をお願い致

しました。人吉ＲＣからは大久保直前会長に

役員となって戴くようにお願いし了解も戴い

ておりますが、おそらく何も連絡が入ってな

いと思います。しかし、熊本地区では、仙波

ガバナー補佐さんが中心となって進んでいる

ようです。話では、2011年３月６日に八代か

ら人吉に向かって駅伝をするらしいとの事で

ロータリアンが駅伝をするのが本当だけれど

子供さんか親戚・知人でも良いとの事で、話

を聞かなければ何とも言えないようです。熊

本のメンバーの方々は県单が動いてないのが

心配みたいです。３号線沿線は、最終、３月

12日～13日に水俣ＲＣから出水ＲＣに聖火を

渡す段取りですが、その日は、第2720地区の

地区大会なので水俣ＲＣはどうするか検討し

なければならないとの事でした。駅伝につい

ては？どうなるか分かりませんがその時は、

大久保直前会長に連絡が入る様に伝えたいと

思います。よろしくお願い致します。 

 ９月18日（土）は、地区ロータリー財団セ

ミナーが大分にて開催されます。和田財団委

員長さんと伊久美副委員長さんと私で勉強し

てまいります。今年度は、財団寄付者ゼロを

無くす事を目指しておりますので、財団に寄

付の方法が分からない方は、100ドルから出

来ますので委員長が相談した時はご協力お願

い致します。 

 最後になりましたが、９月６日（月）人吉

新聞に「よろしく」で人吉ＲＣ会長として掲

載して戴きました。石蔵会員ありがとうござ

いました。 

2010-2011年度ＲＩテーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

 



     渡辺洋文幹事 
  

【連絡事項】  

(1)2010-2011年度米山奨学生の派遣の日程に 

 ついての案内がとどいてますので、米山委 

 員会安達委員長にお渡し致します。 

(2)人吉国際交流協会より平成22年度国際交 

 流協会第２回役員会の開催の案内が来てお 

 ります。 

(3)熊本県青尐年育成県民会議より第32回 

 「尐年の主張」熊本県大会の案内が届いて 

 ますので、新世代の岩井委員長にお渡し致 

 します。 

(4)2010〜11年度職業奉仕セミナー開催のご 

 案内が届いております。日時:平成22年10 

 月23日(土) 別府大学キャンパスにて 

【例会変更】 

熊本東单RC9/22→例会取り止め 

熊本江单RC9/29→職場訪問例会 

          熊本地方卸売市場 

八代東RC9/23→観月例会18:30～ 

          八代ハーモニーホール 

【本日の回覧】 

人吉総合病院広報誌8月号 

人吉球磨総合美展チラシ 

ロータリー広報誌ロータリー世界と日本 

【本日の配布】 

人吉ロータリークラブ2626回会報 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  人吉ローターアクトクラブ例会案内 

○９月１７日（金）→変更 ９月２６日(日) 

  熊本江单ＲＡＣとラフティングを予定 

○１０月１日（金）は移動例会 

 立山委員長別荘あさぎり町の「万作久」に 

 てバーベキュー例会１８時開始  

 会費；アクター1000円ロータリアン2000円  

 参加締切は10/24(金)です。 

 

【親睦委員会】     齊藤日早子委員長 

 10月のゴルフ愛好会は第２日曜日が連休中

ということで翌週の17日に開催致します。 

場所は球磨カントリークラブです。次回の例

会で出欠をとらせて頂きます。 

  

 

 

 

 

   岩井和彦副委員長 

 

【雑誌委員会】 

 

    ロータリーの友９月号の紹介 
 
          紹介者 友永和宏委員 

 

 横組みの表紙は、屋久

島にあります、すさまじ

い水量を誇る、千尋（せ

んひろ）滝の風景で、水

越武氏の撮影です。 

Ｐ１：「より大きく、よ

り良く、より力強く」と

題した、クリンギンスミ

ス会長のメッセージが掲

載されています。今年

は、ロータリークラブが創設されて100年目

の意義ある年度であり、さらにロータリーを

大きく、力強くする目的で、国際ロータリー

クラブの、各プログラムや、クラブ運営の効

果的な事例などの情報を提供する、ロータ

リーコーディネーターを創設したと、この中

で報告しています。Ｐ6：９月は、新世代の

ための月間とされ、Ｐ14までは、新世代のた

めの、各クラブの活動が紹介されています。

Ｐ15：モントリオール国際大会前日に行われ

た、ロータリー学友祝賀行事の模様が紹介さ

れています。Ｐ16：大会前会議として、国際

RYLA（ロータリー青尐年指導者養成プログラ

ム）などが紹介されています。Ｐ19：｢ハイ

チかりそめの回復力」と題して、エドヴィッ

チ・ダンティキャ氏による、ハイチの現状と

これからの復興のための課題が報告されてい

本日の出席率 

会   員  数   70名   86.34% 

出 席 免 除 4名 8 / 2 0例会出席率   69.69％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 20名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 延岡・石蔵・丸尾・宮原・宮山・小林祐・有村・蓑田 

 堤正 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康  

＊メークアップ  

地区増強セミナー；中川・渡辺 

地区指導者育成セミナー；中川・高山 

地域発展・新世代委員会合同家庭集会； 

 石蔵・和田・永江・鳥越・大久保・岩本泰・山賀・牛島 

 赤池・岩本光・平田・本田 



ます。ロータリー財団の基

金には、今年６月半ばまで

に、173万ドル以上が、義

援金として寄せられていま

す。Ｐ24：いま世界は、の

第２回目として、日本ユニセフ協会の菊川穣

（ゆたか）氏により、「子どもの命と水・衛

生をめぐる問題」と題して、世界の子どもの

水環境について自身の経験など、具体的な事

例を挙げ述べられています。その中では、汚

れた水さえも手に入らないエリトリアル（ア

フリカ東部）の事例。トイレや手洗いの習慣

のないラオスの事例が述べられています。こ

れらの事例を通して、子どもの健康、死亡率

減尐には、子どもたちを取り囲む水環境の改

善の必要性を、訴えています。 

Ｐ26：米山記念奨学事業の基礎知識として、

寄付金・財政編が解説されています。 

Ｐ30：こんなことがありました、９月の欄で

は、1923年9月1日に起こった、関東大震災の

３年前に、日本で最初に東京ロータリークラ

ブが創設され、ロータリーの精神を、会員で

ある当時の日本人に、理解させることの難し

さことなど、当時のロータリークラブ創設、

運営の苦難の状況が語られています。  

 

 縦組みの表紙は、剱岳の写真で、白旗史朗

（しらはた ふみお）氏の撮影です。 

 Ｐ２：｢世界の水問題は日本の水問題｣と題

して、諏訪東京理科大学の天野輝芳（あまの 

てるよし）氏の論説が載っています。氏はこ

の中で、日本の下水、排水の処理技術の高

さ、それらを再生水にする技術、また、海水

を淡水化する技術を含めた水道事業の優秀性

など、水に関わる日本の優れた技術などで、

日本のビジネスチャンスが大きく広がると述

べられています。その通りですが、ではなぜ

現実は、氏の予言通りになっていないのか。

そのあたりの解説が欠けており、分かってい

るのに書けないのか、もう一つインパクトに

欠ける文章でした。Ｐ７：「夢や希望を与え

る人形の作り手」と題して、福岡城西ロータ

リークラブのメンバーで、博多人形師の中村

信喬（なかむら しんきょう）氏が紹介され

ています。氏はその中で、人形師は、人に夢

や希望を与える人形の作り手のことで、意味

のないものは作らないという、氏の信条を

語っています。 

 Ｐ10：卓話の泉では、３題紹介されていま

すが、その中で、｢水際の取締り｣と題して、

東京税関成田税関支署長の菊川正博氏から、

密輸品摘発に知恵を絞っている現状が、具体

的な事例を挙げて報告されています。数カ国

訪問される場合、国によって、禁輸品が異な

りますので、ご注意下さい。Ｐ12：ロータ

リー俳壇、歌壇、柳壇が掲載されています。 

Ｐ14：バナー自慢として、１２クラブのバ

ナーが掲載されています。Ｐ16：友愛の広場

では、６題が掲載されています。｢教育勅語の

大切さ｣と題して、東京大井クラブの三橋ロー

タリアンの随筆が載せられています。この中

で、教育勅語は、人として、守らなければな

らないことや、国に対する国民の義務を示し

ているだけで、むやみに戦意を高揚させるこ

となど書いていないと述べられています。三

橋ロータリアンも、教育勅語を幼児教育に利

用すべきであると述べています。私も同感で

すが、にも関わらず、マッカーサーが廃止し

たために、現在でも、教育勅語に誤った認識

を持っている日本人も多いのが現状です。ア

メリカ合衆国では、近年、この教育勅語を英

訳し、教育に利用しています。近年は、日本

人の心が、荒廃してしまっているのではない

かと思わせる程の、信じがたい事件が起こっ

ています。教育勅語の再評価をすべき時期な

のではないかと、感じました。 

 Ｐ20：「ロータリーアットワーク」では、

各ロータリークラブの活動状況が、先月より

多い３１クラブから報告されています。活動

は国際的なものから、地域に密着した活動ま

で、多岐に亘って、報告されていました。 

以上です。 

 

 

【ロータリー情報委員会】 

             片岡啓一委員長 

 「規定審議会による 

    人吉ロータリークラブ定款の変更」 
 

 前回の「ロータリー情報」

で、規定審議会の話をしまし

たが、本日は具体的に「規定

審議会」で決定した、定款変

更の部分を情報伝達したいと

思います。国際ロータリーの

「手続要覧」の中に「標準定

款」というものがありますが、その「標準定

款」を各クラブの定款としなければなりませ

ん。「標準定款」と趣旨が違う内容の定款

は、RIは認めないことになっています。そし

て、３年に一度規定審議会が開かれ、新たに

制定されたり、変更があったりすると、その



たびに各クラブの定款も変更しなければなり

ません。例えば１５～６年前の「規定審議

会」で大きく変わった点では、初めて女性会

員の入会を認めた「RI定款」第４条の改定が

あります。今回も「規定審議会」の決定に

従って、人吉ロータリークラブの定款も変更

をいたします。この定款変更は、理事会の承

認も総会での承認も必要なく、「規定審議

会」制定、即各クラブ定款変更となります。

そこで、我がクラブでも理事会に報告し、す

でに出来上がった「栞」にも変更後のクラブ

定款を印刷してもらいました。先日お話しま

したとおり、審議事項は２２０件あったよう

ですが、そのなかには、RI定款やRI運営に関

する事項、地区の運営に関する事項なども含

まれておりますが、私たちのクラブの運営に

直接関連があり、人吉ロータリークラブの定

款変更をしなければならない項目は、その内

７項目ありました。そのなかで、会員の皆さ

んにも特に知っていてほしい項目を２～３項

目を情報として本日資料として配布いたしま

した。 

 

国際ロータリー ２０１０年規定審議会 

 

本文中、下線部分は新たに挿入。消し線部

分は削除する箇所。  

         

採択制定案 １０－８７ 

 

第５条 四五大奉仕部門 

ロータリーの四五大奉仕部門は、本ロータ

リークラブの活動の哲学的および実際的な基

準である。 
 
５．奉仕の第五部門である新世代奉仕は、

指導力要請活動、社会奉仕プロジェクトおよ

び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和

と異文化の理解を深め育む交換プログラムを

通じて、青尐年ならびに若者によって、好ま

しい変化がもたらされることを認識するもの

である。 

 

採択制定案 １０－２７ 

 

第９条 出席 
 
第３節 出席規定の免除  次のような場

合、出席規定の適用は免除されるものとす

る。 

(ａ)理事会の承認する条件と事情による欠席 

 の場合。理事会は、正当かつ十分な理由に 

 よる会員の欠席を認める権限を持つ。この 

 ような出席規定の適用免除は、最長１２ヶ 

 月間までとする。 

(ｂ)年齢が６５歳以上の会員で、かつ、一つ 

 またはいくつかのロータリークラブのロー 

 タリー歴と会員の年齢の合計が８５年以上 

 であり、さらに出席規定の適用を免除され 

 たい希望を、書面をもって、クラブ幹事に 

 通告し、理事会が承認した場合。 

 

第５節 出席の記録。 本条第３節（b）ま

たは第４節の下に出席規定の適用を免除され

た会員はがクラブ例会に出席した場合、その

会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算

出に使う会員数と出席者数に含まれないるも

のとする。 

 

 採択制定案 １０－４０ 

  （国際ロータリークラブ定款を次のように改正する。） 

    

第４条 クラブの会員身分 

４.０７０. 会員身分の制約 

細則第２．０３０節の規定にかかわらず、

いかなるクラブも、RI加盟年月日に関係な

く、定款その他の規定によって、性別、人

種、皮膚の色、信条、または国籍、または性

的指向に基づき会員身分を制約すること、も

しくはRI定款または細則に明白に規定されて

いない会員身分の条件を課すことはできな

い。本細則本節の規定に反するクラブ定款の

いかなる規定、あるいは、その他のいかなる

条件も無効とし、効力はないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・山口会員 ２ヶ月近く休みましたが、今日 

 から復帰します。おかげ様で身も心も女性 

 に近くなってきましたので、どうか今まで 

 以上に優しく接して頂ければ幸いです。特 

 にゴルフでは、レディスマークでお願いし 

 たいと思います。そういう思いからニコニ 

 コします。           10,000 

・立山会員 山本会員ご快復そしてクラブへ 

 の復帰おめでとうございます。前回にしよ 

 うと思っていたのですが、会報の写真撮り 



 が忙しく提出が遅れてしまいました。今回 

 の会報に写真が一枚も載っていないのは原 

 稿が多かったためです。念のため。 1,000 

・武末会員 ○今日も山本さんの笑顔が見ら 

 れて安心しました。○山口先生退院おめで 

 とうございます。         2,000 

・女性会員(石蔵.牛島.平田.齊藤.本田) 

 山本瑤子会員、山口令二会員、久しぶりの 

 例会出席を心からお喜び申し上げます。お 

 元気なお姿で、とてもうれしく思います。 

                 10,000 

・大久保直前会長 山口先生退院おめでとう 

 ございます。アルコールの方も大丈夫との 

 ことで安心しました。       2,000 

・馬場会員 10月13日の「おてものバッテン 

 嫁入り」では、ロータリー会員の皆様には 

 チケットを買っていただき感謝いたしま 

 す。与一のアリアに『人にはそれぞれ夢が 

 ある。夢がなければ真暗やみ、いつか明る 

 い夢が咲く」という所があります。若い人 

 に向け、心を込めて歌いたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 10,000 

・中川会長 山口令二先生、退院おめでとう 

 ございます。これから楽しくＲゴルフを一 

 緒に行いましょう。        2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/10合計37,000 

 
 
    点 鐘  中川貴夫会長 
    

９月・１０月例会予定 

9/17  例会取り止め 

 24 12：30～  新世代外部卓話 

10/1 12：30～  クラブ協議会 前半の部  

 8 12：30～ 
  ガバナー公式訪問  

 クラブ協議会 後半の部 

 15 12：30～  米山奨学生招待卓話 

 22 12：30～  内部卓話予定 

 29 12：30～  内部卓話予定 

     ９月・１０月の行動及び会合 

9/18(土) 地区ロータリー財団セミナー（別府） 

9/19(日) 
「高木惣吉記念館」開設記念 

命を紡ぐコンサート 13時30分～ 

 カルチャーパレス大ホール 

10/7(木) ３クラブ合同ガバナー交流会あゆの里19：00～ 

10/12(火) クリーン人吉早朝清掃  

10/13(水) 
創作オペラ「おてものバッテン嫁入り」 

 18時30分～カルチャーパレス小ホール  

10/15(金) 米山奨学生招待事業 

10/23～10/28 
第57回人吉球磨総合美展  

人吉スポーツパレス大アリーナ９時～17時 

 詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 

 

ロータリー用語 
 
ガバナー公式訪問 (Governor's Official Visit)  

 ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ＲＣを以下のような目的をもっ

て訪問するものと定義されている。  

◦重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる；  

◦弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う；  

◦ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる；また  

◦地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰する。  

 ガバナーの公式訪問は、加盟認証状伝達式、入会式、新会員のオリエンテーション・プログラム、

表彰式、特別プログラム、ロータリー財団行事あるいは都市連合会など、ガバナー出席の効果が最も

上がるような時に行うものとする。多クラブ合同、あるいは都市連合会会合においては、ホスト・ク

ラブのみに限らず、全参加クラブを挙げての出席を強調すべきである。 

 

ガバナー演説 (Governor Address) / ガバナー・アドレス (Governor Address)   

 ガバナー公式訪問のクラブ例会において、ガバナーがクラブ会員に対してロータリーに関する感銘

深い、そして感動的な講演を行い、ロータリー活動の推進に資するものである。又、演説(アドレス)と

も言われるもので、通常20分から30分程度の時間が充てられる。ＲＩの地区内唯一の役員の講演である

から権威ある内容である。 


