
  ３月 識字率向上月間  
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    中川貴夫会長 
  
 ３月は、識字率向上月

間となっておりますので

お話したいと思います。 

 識字率とは何か？ 

 皆様は、定義を知って

いらっしゃると思います

が、一応説明させて戴きます。「ある国また

は、一定の地域で文字の読み書きが出来る人

の割合」の事を言い、ユネスコ（国際教育科
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学文化機関）では、「15歳以上人口に対する

日常生活の簡卖な内容についての、読み書き

が出来る人口の割合」と定義しています。 

 識字率向上は1986年以来、国際ロータリー

の強調事項です。地域社会で、読み書きを向

上させるプロジェクトを支援します。地域の

識字水準が、その地域の生活水準に直結する

という観点から、この月間中に読み書き、計

算の出来ない人達を援助するために、ロータ

リー地域社会共同体、ローターアクトクラ

ブ、インターアクトクラブ、世界社会奉仕、

ロータリーボランティア、その他の既存プロ

グラムを通して、識字率向上に取り組んでい

ます。今回、国際ロータリーは、世界的な識

字推進団体、国際読書協会と協力し合い、世

界的な識字推進を目指す社会奉仕プロジェク

トを開発中です。 

 ユネスコによると、世界で９億人以上の

人々は読み書きができません。その３分の２

は女性です。成人、そして子供に向けて、読

書のプログラムを企画する事や学校日本を寄

贈する事、そして地元の図書館を援助する事

が要請されています。 

 さて、会長を就任させて戴き、９カ月とな

りました。ロータリー特別月間について、会

長の時間に話をさせて戴きましたが、今月の

識字率向上月間は、2006年６月までは、７月

にされておりましたが、米山月間を追記した

時に３月（今月）に移行されました。（2007

年7月改正） 

 さて、先週からのガバナー推薦についての

お話をさせて戴きます。昨日３月３日(木)パ

スト会長会を開催して戴きました。参加者は

パスト会長12名（歴代会長順に、伊久美、釜

田、赤池、浦田、堤正博、片岡、武末、尾

方、高山、中島、小林、和田会長）、宮原エ



レクト、渡辺幹事、中川です。 

 再度これまでの流れを説明致しますが、２

月７日(月)芦北ＲＣ例会場で、川尻ガバナー

補佐より正式にガバナー立候補についての打

診を人吉ＲＣに戴きましたので、私は、「人

吉ＲＣに持ち帰り検討させて下さい。」と話

をさせて戴きました。 

 ２月11日(金）は建国記念日で例会取り止め

でしたので、２月18日(金)人吉ＲＣ例会にて

皆様に自薦他薦の立候補依頼を行い、２月25

日(金)に締め切りました。残念ながら立候補

者としては上がりませんでした。 

 その例会開催時に、立候補者がいない場合

は、パスト会長会を開催し検討して戴く事で

皆様に「承認」を戴きましたので、昨日のパ

スト会長会となりました。パスト会長会を開

催するまでに、各パスト会長に意見を伺い、

私をはじめ数名のパスト会長に、可能性があ

る方々に、それぞれ打診をして戴きました

が、残念ながら願いがかないませんでした。

それを踏まえ、会議に先立ち議長を選任し、

色々意見を戴き慎重審議会議を致しました

が、「人吉ロータリークラブからは、2013-

2014年度のガバナー候補は無。」と言う事に

決定致しました。候補者がいらっしゃれば、

議長より報告をお願いし皆様から絶大なる拍

手を戴くはずでしたが、中川より報告をさせ

て戴きました。 

 しかし、今回は見送りとなりましたが、ガ

バナー資格条件は、「複数のクラブで通算７

年以上の会員であり、クラブ会長を全期（一

年間）努めたものである者」ですので、これ

から先、我と思われる方は頑張って人吉ロー

タリークラブを日本に知らしめて戴きたいと

思います。 

 この決定を近日中に、川尻ガバナー補佐に

報告し、決定を待ちたいと思います。 

以上、報告致します。 
 
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 

 

【３月４日定例理事会報告】 

 ３月６日ロータリークラブ320キロ駅伝イベ 

 ントメークアップの件→承認 

【連絡事項】 

・人吉青少年育成市民会議笹山会長より、第6 

 回育成部会の開催についての案内が届いて 

 おりますので、岩井新世代委員長にお渡し 

 いたします。 

   日時:３月11日  場所:孝八 

・大分中央ロータリークラブより、創立30周 

 年記念式典参加のお礼が届いております。 

・人吉国際交流協会より、ポルトガル料理講 

 座の案内が届いております。 

   日  時: ３月27日(日)午前10時～12時 

      場  所: 人吉東西コミセン 

      参加費: 300円 

【例会変更】 

熊本東ＲＣ3/8→職場訪問例会の為  

     場所：東海大学宇宙情報センター 

八代单ＲＣ3/29→18:30～全員協議会の為 

熊本西ＲＣ3/15→取り止め 

熊本西单ＲＣ3/24→12:00?座禅例会  

            場所:大慈禅寺 

  〃 3/31→取り止め 

熊本中央ＲＣ3/25→取り止め 

【本日の回覧】 

指宿ＲＣ週報 宇土ＲＣ週報 

【本日の配布】  

人吉ローターアクトクラブ創立35周年記念誌 
  

        

Multiple２ PaulHarris Fellow 

      高嶋康二会員 
 

 

   PaulHarris Fellow 

     中川貴夫会員 

 ロータリー財団の寄付

累計が3000＄になられた

高嶋康二会員へロータ

リー財団より、感謝の言

葉とマルチプル２･ポー

ル･ハリス･フェローのラ

ペルピンが届きました。 

 ロータリー財団の寄付

累計が1000＄になられた  

中川貴夫会長へロータ

リー財団より、感謝の言

葉と、証書・ラペルピン

が届きました。 



 

 

【ローターアクト委員会】  馬場貞至委員 

 本日欠席の立山茂委員長から手紙をお預か

りしましたので読みます。 

 ２月27日(日)のローターアクト35周年記念

例会では大変お世話になりました。おかげ様

で思い出残る楽しい例会となりました。 

 多良木ＲＣ会長と人吉中央ＲＣ会長のお言

葉も胸にぐっと来るくらい嬉しかったです。

球磨拳では赤池会員と鳥井会員の一騎打ちも

圧巻でした。それから前日全員でリハーサル

までして挑んだアクトのまとまりも見事でし

た。いつもながら中川会長には、私のいたら

ぬところを見事にカバーして頂き、心からお

礼申し上げます。 

     ３月のアクト例会変更案内 

○3月4日(金)→3月8日(火) 

  フットサルスポーツ例会 

   元人吉看護学校体育館にて19時～  

  ※動きやすい格好・体育館シューズを！ 

○3月18日(金)→3月25日(金) 

  ひまわり亭19時30分～次年度役員改選 

 

 

   平田フク委員長 

【プログラム委員会】 
 
       会長卓話  

 

              中川貴夫会長 

 今週は、例会時間が空いているようなので

一度話はしておりますが、ロータリー特別月

間について時間調整でお話したいと思いま

す。 

  ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 

【親睦委員会】       塚本哲也委員 

 
２月のゴルフ表彰 ２月13日チサンＣＣ人吉  

     ☆☆３月のゴルフ案内☆☆ 
 
 ３月のゴルフは、ロータリー地区行事と重

なってしまいましたので、３月２７日(日)に変

更します。10：09スタート、場所は球磨ＣＣで

す。多くの参加お待ちしております！！ 

 

＊届け出欠席者  

 岩本泰・立山・大久保・齊藤・丸尾・堀・尾上・山本 

 大賀・水野・有村・愛甲英・蓑田・小林清・山田 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

＊メークアップ 

ＳＡＡ家庭集会；戸高・青木 

大分中央ＲＣ30周年式典；中川・伊久美 

多良木ＲＣ例会；川上 

人吉ＲＡＣ35周年記念例会；安逹・愛甲英・愛甲康 

        赤池・青木・有馬・有村・浅野・馬場 

 

 延岡研一会員より、 

亡母会葬お礼として、

ロータリー財団、米山

記念奨学会へご寄付が

ありました。 

３３３月のお誕生日 月のお誕生日 月のお誕生日  

６日 外山博之 会員 

７日 馬場貞至 会員 

１２日 有村隆徳 会員 

１７日 中島博之 会員 

２４日 石原弘章 会員 

３月の結婚記念日３月の結婚記念日３月の結婚記念日    

３日 外山博之 会員 

２０日 鳥越博治 会員 

２０日 立山 茂 会員 

２６日 有村隆徳 会員 

2９日 増田 力 会員 

３０日 宮原和広 会員 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：ＭＥ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 板井英朗 ９４ ２４ ７０ 

準優勝 堤   脩  ９９ ２４ ７５ 

３位 尾方 芳樹 ９２ １７ ７５ 

４位 愛甲 英二 ８２ ６ ７６ 

5位 武末 憲一 １０６ ２８ ７８ 

；； 永江 浩 敢闘 伊久美寛志 

ﾆｱﾋﾟﾝ ②浅野 強⑧北昌二郎⑫板井英朗⑮堤 脩  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ①岩本泰典 ⑱尾方芳樹 

６7歳未満 ①愛甲英二 ⑱永江浩  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹  43・49・92 

６7歳未満 愛甲英二  40・42・82 

本日の出席率 

会   員   数   71名   76.81% 

出 席 免 除 3名 2 / 1 8 例会出席率  78.26％ 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 98.55％ 



  まず、2007年７月に改正をされ、2006年７

月米山月間追記の為、識字率向上月間は３月

に移行しました。 

 ７月は、特別月間はありません。 

◇８月「会員増強・拡大月間」 

 会員増強には、内部拡大、外部拡大の2つが

あります。内部拡大はクラブの区域内で得ら

れている適格な職業分類の代表者に入会して

もらい、クラブの会員数を増やす事です。外

部拡大とは、ロータリーがまだ存在していな

いところに、新しくクラブを設立してロータ

リーを拡大し、会員数を増やす活動です。こ

の活動は、地区においてガバナーと、スポン

サークラブの協力で行われ、無地区地域で

は、国際ロータリー理事会のもとで遂行され

ます。クラブの拡大は、会員数増加の牽引車

的割合を担っています。 

◇９月「新世代のための月間」 

 1996-97年度から、従来「青少年活動月間」

の名称が変わり「新世代のための月間」とな

りました。年齢は30歳までの若い人、すべて

を含む新世代の育成を支援するロータリー活

動に、焦点を当てる月間です。クラブ地区

は、新世代の基本ニーズに着手する様に要請

されています。 

◇10月「職業奉仕月間」 

 ＲＩ理事会では、一人ひとりのロータリア

ンでなく、クラブも職業奉仕の理想を日常実

践するよう強調するために、特に職業奉仕に

焦点を絞ったプログラムを行うよう、奨励し

ています。クラブに推奨される具体的活動に

は、 

①地区レベルの行事で、ロータリーボラン 

 ティアを表彰すること。 

②ロータリー親睦活動への参加を推進するこ 

 と。 

③職業奉仕活動又はプロジェクトを提唱する 

 こと。 

④空席の職業分類に会員を入会させる会員増 

 強活動があります。 

 2002-2003年度ビチャイラタクルＲＩ会長

は、「約100年もの間、ロータリアンは公正な

商慣行と高い倫理基準を勧めてきました。こ

の月間に関連づけて、私たちはビジネスを改

善し、若者には職業訓練や技術を、障害者に

は仕事を提供するために、職能を発揮するべ

きです。」と呼びかけました。 

 10月「米山月間」 

 クラブはこの月に特に米山奨学事業の意識

を深く認識し、寄付金を募る活動をする。そ

のために米山奨学生や地区役員・委員の卓話

を聞き、さらに奨学生から提供される資料を

基にクラブ・フォーラムを開催したりする事

が推奨されている。奨学会の目的及び事業・

寄付及び表彰制度・奨学生の資格などは米山

記念奨学会を参照下さい。 

 以上、時間が来ましたので終わらせて戴き

ます。残りの月間は時間が空きましたらお話

したいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

【ニコニコ箱委員会】  北昌二郎副委員長 

・赤池会員 人吉ＲＡ創立35周年記念式典懇 

 親球磨拳大会で優勝しました。   2,000 

・高山会員 大阪で行われた人吉高校同窓会4 

 “近畿繊月回”に会長代理として出席しま 

 した。その時の様子を前田一洋先生が人吉 

 新聞に寄稿されていました。その前は、テ 

 レビで入浴シーンを撮られ、家内が｢ご主人 

 のステキな裸を見たよ)と言われているそう 

 です。              2,000 

・板井会員 久しぶりの優勝でハンディーま 

 で上がり、ありがとうございました。ま 

 た、頑張りますので宜しくお付き合いの 

 程、お願い致します。       2,000 

・外山会員 結婚、誕生祝い、有難うござい 

 ました。             3,000 

・石原会員 誕生日のお祝いありがとうござ 

 いました。            1,000 

・堤脩会員 早退します。      1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード3/4合計11000  

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

３月例会予定 

3/11 12：30～ ヘルスサポート委員会外部卓話 

3/18  例会取り止め 

3/25 12：30～ 地区大会報告 

     ３月の行事及び会合 

3/6(日) 
ロータリークラブ320ｷﾛ駅伝イベント 

  芦北役場前広場 14時～ 

3/8(火) 
人吉RACスポーツ例会（フットサル） 

  元人吉看護学校体育館 19時～ 

3/11(金) 
人吉青少年育成市民会議 

   第６回育成部会18:30～孝八 

3/12（土)～13(日) 2720地区 地区大会(別府）   

3/19（土)～20(日) 2720地区 PETS(会長エレクト研修セミナー)熊本市     

3/25(金） 人吉RAC例会 ひまわり亭 19:30～ 

3/26(土） 豊後高田ＲＣ創立50周年記念式典 

 詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 


