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 先週から又一段と冷え込

みも厳しくなったような気

がいたします。皆様、健康

状態は大丈夫でしょうか？

ご自愛下さい。 

 先週は、親睦委員会を中

心に新年会を開催して戴

き、多くの会員の皆様、家族の皆様、ロー

ターアクトの皆さんの参加を戴き楽しい新年

会が出来ました。本当に、ありがとうござい

ました。親睦委員会は、齊藤委員長さんを中

心にメンバーの方々が其々の行事を担当して

戴き、委員長を補佐しながら運営がされてお

り、又、役割を戴かれたメンバーは、時間の

やり繰りをして打ち合わせから参加し担当さ

れています。それが当たり前と言われればそ

うなのですがとてもうまく運営して戴いてお

り感謝致します。 

 私が、ある委員長をさせて戴いた折、先輩

より「委員会は、委員長だけでするのは簡卖

な時もあるけど、先輩であれ、後輩であれ委

員としているのだから、みんなで運営するの

が当たり前ですよ。」と話をして戴いた事を

思い出します。そこが、私のロータリーを理

解していなかった所であります。 
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 たとえば、社会奉仕委員会は、対外奉仕活

動委員会参加が多く有りますが、それぞれ分

担して委員さんが参加して戴けば委員会を

行っている事が実感できると思いますし委員

会を理解できると思うのです。 

 みんな参加型の委員会を、先輩であれ後輩

であれ頑張って行くところがロータリーの素

晴らしさであろうと思いますし、一月度の

「ロータリー理解推進月間」について理解し

て欲しいところでもあります。「企画・知

識」は、ベテランロータリアンにお願いし、

「行動・実践」は、若いロータリアンがす

る。これでも立派な委員会が出来ると思いま

す。 

 今週、１月11日（火）にクラブ会報委員会

の家庭集会が、山田仁法委員長、牛島副委員

長、山賀委員、立山委員、渡辺幹事、緒方事

務局員、中川の参加で開催されました。 

 その中で、「１月、２月の担当は牛島さん

担当でお願い致します。」と山田委員長さん

が月割を言われましたら、牛島副委員長（女

性会員）さんが、つかさず「わたしゃ、デジ

カメは扱いきらんけん、だっか撮って～」

「しいきらんも～ん、失敗したらおそろしか

もん。」って言われました。そしたら他の会

員さんより、「な～ん、簡卖かで。失敗せん

よ。会長は、いっぱい出てきなるけん、失敗

しても心配なか、なか。」 

 そして、デジカメ使用説明方法から始まり

ました。牛島副委員長さんも、しぶしぶ手に

取り使い始められました。「ほんなら、撮る

だけにして渡してね～。」最後は、みんなで

「ヨカ、ヨカ」大笑いです。こうして戦場の

カメラマンではなく、牛島カメラウーマンが

誕生いたしました。失敗してもみんな委員会

メンバーがフォローしてくれるのです。メン



バーには山賀名カメラマンがいますので心配

いりません。牛島副委員長さんのヤル気が、

また委員会を楽しくしてくれました。 

 後は、今までの会報の歴史などを山田委員

長さんに話して戴き「テープおこしの大変

さ、苦労話」などなど、そしてそれぞれ委員

会メンバーの生い立ちなどの話が弾み、実の

ある楽しい家庭集会でした。立山会員さんが

「今日の委員会は、よかった～」と感動して

いました。山田委員長さんありがとうござい

ました。 

 先輩ロータリアンの話を聞く、みんなと話

す・聞く、この家庭集会に、ロータリー理解

が芽生えるのかも知れません。 

 今日は、ロータリー情報委員会・高嶋副委

員長さんより「ロータリー理解推進月間」に

ついての卓話・スライドをお願いしておりま

す。よろしくお願い致します。      

 それから、来週からは、前半後半と２週続

けてクラブ協議会を行いますので、どうぞ

「栞」をお持ち下さい。 

 2010-2011年度RI テーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

    ☆ 銀婚お祝い ☆ 
 
 
  石原弘章会員へ 
 
 新年会を欠席された石原

会員へ、銀婚祝いの記念

品をお渡し致しました。 
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【連絡事項】 

 豊後高田ロータリークラブ創立50周年記念  

 式典の案内が届いております。 

    日 時: ３月26日(土)12時30分～ 

   場  所: 豊後高田中央公民館 

【例会変更】 

熊本江单RC2/9→18:30～すき焼き加茂川 

【本日の回覧】 

 人吉ローターアクト会報 湯布院RC週報 

 八代单RC週報 

【本日の配布】 

ガバナー月信№７ 

第28回青尐年指導者育成研修会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

慶山RCから焼き物絵付作品 
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【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創立３５周年記

念例会のご案内です。 

 ２月２７日(日)１０時３０分より、こちら

あゆの里にて行います。会員の皆様には全員

登録を頂くということで本当にありがとうご

ざいます。後日ＦＡＸでご案内を送らせて頂

きます。宜しくお願い致します。 

 また、今月のアクト第２例会は、１月26日

水曜日19時30分からひまわり亭にて「35周年

記念例会について」となっております。是非

ご参加ください。 

 

   永江 浩委員 
 

 

【ロータリー情報委員会】 

  

  『ロータリー理解推進月間』について 
 
      Ｒ情報委員会 髙嶋康二副委員長 

 
  今月はロータリー理解推進

月間です。国際ロータリー

（Ｒ Ｉ）で は、毎 年 １ 月 を

ロータリー理解推進月間に指

定しています。   

本日の出席率 

会   員   数   71名   79.71% 

出 席 免 除 3名 1 2 / 2 4例会出席率  78.26％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 85.50％ 

＊届け出欠席者  

 高山・川越・小林祐・岩井・山本・鳥越・宮原・齊藤 

 伊久美・青木・堀・蓑田・堤正 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

＊メークアップ 

 クラブ会報委員会家庭集会；山田・立山・牛島・山賀 

 多良木RC例会；川上 

 本田節会員より、初

孫の誕生「三女に長女が

生 ま れ ま し た」を祝っ

て、Ｒ財団、米山記念

奨学会へご寄付があり

ました。 



くすより遥かに大きいものです。要は、ロー

タリーは楽しみながら仲間を愛する人間にな

る場なのです。 

③ロータリーの真の姿は ESSで表され、

「Enjoy楽しむ。Study学ぶ.。Service奉仕す

る。」で、厳しい社会生活の中であって、心

を許し合う会員同士が毎週の例会で大いに楽

しみ、互いに学び自分を高め、社会に奉仕す

る。このような過程を積み重ねて互いの人

格、人間性を高めて行く。トルストイの「他

人の為に生きる人は幸せである」に勇気づけ

られ力を合わせて人の為、世界の為に奉仕す

るロータリアンである幸せを感じようではな

いか。 

④ロビンス元ＲＩ会長は、「ロータリーの真

価は如何なる計画を実践したかよりも、その

クラブが如何なる人作りをしたかのほうが大

切なのである」と語っています。力を合わせ

て人のお役に立ち、よき人材づくりに励みた

いものであります。 以上 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・立山会員 ＮＨＫの「ためしてがってん） 

 にお茶が出たお陰で、売上倍増.商売繁盛 

 で、喜んでニコニコします。武末先生の奥 

 様が歌会初めで、安永先生とＮＨＫに出演 

 されているところを見ました。ご夫婦で同じ 

 趣味とのこと、いいですね。    1,000 

・武末会員 昨日夕方６時10分から、ＮＨＫ 

 「クマロク」で歌会初めに出席された「安 

 永先生」の付添人でテレビに「ダイアナ 

 様」が出ていたそうです。ニコニコさせて 

 もらいます。           2,000 

・中川会長 高嶋副委員長、卓話ありがとう 

 ございました。          1,000 

・北会員 13時からの会議を忘れていまし 

 た。早退します。         1,000 

・本田会員 午後より会議が入っており、早 

 退致しますのでごめんねします。  1,000 

・浅野会員 風邪のようです。迷惑掛けたら 

 いけませんので早退します。    1,000 

・有村会員 早退します。      1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード1/14合計8,000 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・中川会長 会長を務めさせて頂き、皆様の 

 お陰で半分が無事過ぎましたので寄付させ 

 て頂きます。           100＄ 
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 これは対外的には広報を通じて、対内的に

はＲ情報集会、討論、セミナ等を通じてロー

タリーについて知識と理解を一層深めてもら

う為のプログラムを実施する月間です。 

 今年度、中川会長は、ＲＩ会長のテーマ、

地区ガバナーのテーマに呼応して、クラブ会

長テーマを『基本を見つめ、魅力あるロータ

リーライフ』とし,それに向かって半年間、全

精力を注ぎ込んで来られました。私は改めて

『会長の時間』を読み返しましたが、地区の

多くの委員会セミナーに積極的に参加され、

討論され、その詳細な内容には感心させられ

ます。 

 『ロータリーの原点とは』『例会出席の意

義』『クラブ協議会について』等、毎月の

『Ｒ特別月間』についても、丁寧に説明、報

告されています。また『規定審議会による人

吉ＲＣの定款の変更に』につても片岡Ｒ情報

委員長より事前に理事会で説明され、その上

で、例会でパワーポイントを用い、解り易く

説明頂きました。米山記念奨学会やＲ財団に

ついても、会長並びに、安達米山奨学委員

長、和田R財団委員長より、詳しくお話頂きま

した。この様にクラブ会報やＲの友、ガバ

ナー月信には多くのＲ情報やＲを理解する多

くの事柄が満載です。熟読していただけれ

ば、理解を深められる事と思います。例会出

席は基本ですが、その他、各委員会の家庭集

会、情報集会、地区大会、ＩＭ等に積極的に

参加される事が、Ｒの理解を深める早道と思

います。 

 ここでロータリー文庫より取寄せました、

ＲＩ制作のテープ２本をご覧頂きたいと思い

ます。内容は（ロータリーの原点であるロー

タリーの歴史・８分とThis is Rotary/・６

分）を見ていただき、ロータリーの原点であ

るＲ誕生の歴史と、Ｒ財団を通じて全世界で

実施している多くのプログラムの一端を、ご

理解頂けると思います。また、日本では米山

記念奨学会や地区、又は各クラブでも多くの

プログラムを実施されています。 

 最後に、八尾ＲＣ戸田孝パストガバナーの

Ｒ理解推進月間卓話（抜粋）を紹介します。 

①楽しく活力あるクラブにするには、肩書き 

 地位など心の鎧を脱いで、ポール・ハリス

が自变伝に書かれた“寛大で親しみあふれ、

人様の為になりたいという「尐年の心」”に

戻ることです。みんなが初心に戻って語り合

えば楽しい例会になるに違いありません。 

②温かい人柄になれる・・・ロータリアンと

して歳月を重ねると、そこから受ける人間的

温かさと愛情、これは私達がロータリーに尽



  

 １月１１日 ご多忙な中川会長、渡辺幹事、そして会報編集に日頃からお世話に

なっている緒方事務局の出席を仰ぎ家庭集会を開催しました。（二代目にて）    

 今年度も半ばを過ぎましたが、計画・方針の再確認をしました。またカメラの

使用方法も緒方事務局から説明書のコピーをもらって、詳しく説明を受けまし

た。 その後会食に入り、過去に原稿の無い外部卓話者のテープ起こしの苦労

や、言葉の意味なども辞典で調べたとかの苦労話。その後は牛嶋委員の生い

立ち話に始まり、各委員の生い立ち・思い出話と続き、楽しい一夜を過ごすこと

ができました。出席された皆様に心より感謝します。他の委員会の皆様も家庭

集会の様子を原稿・写真を添えて提出していただければ会報に掲載いたしま

す。お待ちしております！   会報委員長 山田仁法 

 とても楽しい家庭集会でした！！ 


