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      中川貴夫会長 
  

 今週４月 17日（日）は、

2011-2012年度国際ロータ

リー第2720地区・地区協議会

が、熊本市の崇城大学の校舎

を借りて開催されました。い

よいよ、宮原年度の*イン

ターバルが始まりました。皆で盛り上げてい

きたいと思います。昨年のこの時期が昨日の

ことの様に思いだされます。後から報告があ

ると思いますので期待しておいて下さい。 

 私は来年度、地区リーダーシップ委員会と

言う新しい委員会に出向させて戴く事となり

ました。この委員会は地区管理運営部門に属

しておりまして、クラブ奉仕委員会、長期計

画委員会と同じ部門です。委員長は仙波洋八

（熊本グリーンクラブ）さんです。今年度、

熊本第３分区のガバナー補佐をされていま

す。 

 その仙波委員長より、こんな例え話があり

ました。「年度の当初にニコニコ委員長から
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“今年度はニコニコの目標額を100万円に致

します”と言われた時、皆さんはどう思いま

すか？会員が50名のクラブであれば、私は、

年間20.000円のニコニコをしなければならな

いな。と卖純に思います。会社経営されてい

る皆様はそういう風に考えられると思いま

す。皆が一様にそういう方向に向いてくれれ

ば最高です。しかし、そうでは無い事もある

のではないでしょうか？私が言いたいのは、

お金をたくさん持っている人はたくさん出し

て貰えば良いのです。苦しくて今回は僅かし

かお金を出せない人は其れでも良いのです。

ただ、ロータリーに入って目標が出た場合に

皆一様に努力する必要がある事だと思うので

す。今回は尐ないお金しか出せないから身体

で奉仕をしよう、とか、次回は頑張ってその

目標をクリアしよう、と頑張ってみる事が必

要なのです。全然関係ないとニコニコをしな

い人がいる事は同じ方向に向いていない。そ

れがロータリアンと言えるのでしょうか？お

金を出せと言うのではありません。同じロー

タリアンとして協力体制をとれる事が大事な

のではないのでしょうか？と思うのです。」

と話されました。 

 また、「ロータリークラブと言うのは世界

最高のステータスだと思いますが、そのクラ

ブに入り協力する事を忘れてはいけないと思

います。」と話されました。リーダーと言う

のは、同じ社会においてクラブ・会社・サー

クルetc 同じ方向に導いて行くことが大切

ではないかと思います。分からないメンバー

がいれば説明をして教えてあげる事も必要だ

と思います。また、お互い相手の状況をしっ

かり把握し自ら行動する事が必要ではないか

と思います。私も頑張ります。 

 また、ロータリークラブは、「卖年度が原
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【環境保全委員会】    延岡研一委員長 

 『クリーン人吉運動早朝清掃』のご案内  

 人吉お城まつり翌朝の５月２日(月)に、早

朝清掃が行われます。朝６時～７時、場所は

護国神社境内です。メークアップ扱いになり

ます。ご協力をよろしくお願い致します。小

雨決行となっておりますが、雨天時は市の守

衛室へお電話して頂きますと案内しますとの

ことです。事業所や町内で参加された場合

も、メークアップになりますので、後日出席

委員会へお伝え下さい。   

 

【親睦委員会】       愛甲英二委員    

  ５月のゴルフは、５月８日です。９時３０分

スタート、場所はチェリーゴルフクラブ人吉

コース（旧チサンＣＣ人吉）です。 

 多くの参加をお待ちしております！！ 
 

 

   岩井和彦副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席者  

 宮原・友永・丸尾・齊藤・釜田・小林祐・岩本泰 

 岩本光・有村・井手・原田・浅野・有馬・和田・永江 

 木村・馬場・石原・山本・大賀・牛島 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 川上 (b) 増田，愛甲康 

メークアップ 

地区大会；青木・有村・平田・井手・伊久美・板井 

     岩本光・片岡・丸尾・宮原・中川 

 

則である」と考えますが、2007-2010年RI長期

計画もあるのです。ロータリーの活動の焦点

として７つの優先項目を定めてあります。 

ここで、これまで３年間に達成された功績や

進展を簡卖にご紹介いたします。 

1.ポリオを撲滅する。 

2.ロータリーに対する認識と公共イメージ    

 を高める。 

3.奉仕するロータリーの能力の増大をはかる. 

4.質的にも量的にも会員組織を世界的に拡大 

 する。 

5.ロータリー独自の職業奉仕への取り組みを 

 強調する 

6.国際ロータリー内の指導的才能を最大限に 

 活用する。 

7.継続性を保つために、長期計画の手順を完 

 全に実施する。 

（長期計画について手続き要覧P5、CLP ） 

（・1、・2、） 

 以上ですが、内容については次年度の報告

であると思いますのでよろしくお願い致しま

す。 

 2010-2011年度RIテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 
 
*一定間隔で疾走とゆっくり走る事を繰り返しス

ピード、持久力などを身につけ7月からスピード

ダッシュに備える。の意味 

 

 

    渡辺洋文幹事 
 
＜4月22日持回り理事会承認事項＞ 

○５月２日クリーン人吉運動早朝掃除メーク 

 アップの件→承認 

○川上博久会員の出席免除届けの件について 

 →承認 

【連絡事項】 

・クリーン人吉運動協力団体様より「クリー 

 ン人吉運動早朝掃除」の実施並びに協力依 

 頼が届いております。環境保全延岡委員長 

 にお渡しいたします。 

・人吉市みどり推進協議会より、平成23年春 

 期「緑の募金」のお願いが届いております 

 ので、社会奉仕葉山委員長にお渡しいたし 

 ます。 

【例会変更】 

八代東RC5/5→例会休会 

熊本西RC5/10→19:00～夜の例会のため 

【本日の回覧】 

 八代RC週報 八代单RC週報  

 熊本水前寺RC週報 

本日の出席率 

会   員   数   69名   65.67% 

出 席 免 除 4名 4 / 8 例 会 出 席 率   82.09％ 

欠 席 者 数 21名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 44名 修 正 出 席 率 98.55％ 



 

     2011-2012年度  

    2720地区 地区協議会報告 

 

（幹事部会）      次期幹事 馴田信治 
 
 去る４月17日、崇城大学にて行われた地区協

議会に参加して参りました。私は幹事部会に参

加、リーダーに熊本城東RCの永田壮一会員、ア

ドバイザーとして前岡志郎パストガバナーにご

指導いただきました。まず最初に幹事チェック

リストにより、最新会員リスト、半期報告書の

提出、新会員・退会者の報告、出席報告、等の

ＲＩ事務局、ガバナー事務所への連絡について

説明がありました。次に送金について、人頭分

担金、比例人頭分担金、ロータリー財団寄付

金、米山奨学金についての説明をいただきまし

た。 

 「幹事の仕事は大変だぞ！」と気を引き締め

ていたら、リーダーより、「まっ事務局がある

クラブは、ほとんど事務局がやってくれてると

思いますので大丈夫でしょう」というありがた

い言葉を頂きました。事務局に助けて頂き、次

年度頑張ろうと思います。 

 

（管理運営部会）   次期委員長 山賀勝彦 
 
  この部会はリーダー役の大分

城西RCの大友さんが次の三つの

点を中心に話しを進められまし

た。 

 ①クラブ奉仕について 

 ②クラブ・リーダーシップ・

プランについて 

 ③長期計画について  

 １番目の『クラブ奉仕』については、ロータ

リークラブ五大奉仕の第一部門のクラブ奉仕

は、会社組織で言うと管理部門である。職業奉

仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕は営業を

担当する部門であると話され、クラブ奉仕と各

奉仕部門のバランスが保たれている事が。クラ

ブの理想的な姿であると説かれました。 

 ２番目の『クラブ・リーダーシップ・プラ

ン』については、ＣＬＰの最大目標は、クラブ

を長期的に如何に発展・活性化を図っていくか

との事ですが、今回この部門に出席されたクラ

ブでも11クラブが未だＣＬＰを採用していない

ようで、2720地区でもＣＬＰそのものを良く理

解されていないように感じました。大分のある

クラブの人が何度も質問されましたが、それに

対して大友リーダーも木下ガバナーも何か曖昧

な答えのようだったので、我がクラブの中川会

長が詳しく説明されフォローされました。 

 人吉ロータリークラブのＣＬＰは和田年度よ

り取り組まれ、大久保年度から現中川会長が総

仕上げをされています。ＣＬＰは各クラブの持

つ特徴を活かし、魅力ある生き生きとしたクラ

ブつくりに活用して欲しいとの事でした。長期

計画も、ＣＬＰがうまく機能していれば、より

充実した奉仕活動がたやすく出来るといわれま

した。 

 ３番目の『長期計画』は、ＲＩが提示する

『長期計画の優先項目と目標』と『中核となる

価値観』を説明され、その趣旨が反映された奉

仕活動を、各クラブ独自に３年間続けて行うこ

とであることを理解してもらうことから始め

る。と説かれました。 

 

（職業奉仕部会）   次期委員長 安達玄一 
 
 職業奉仕部会は熊本ＲＣの大

谷委員長とアドバイザーに寿﨑

パストガバナーのもと行われま

した。  

 まず大谷委員長よりロータリ

アンの倫理基準である「四つの

テスト」その由来の資料説明が

行われました。 

 「四つのテスト」は1932年当時のシカゴ・

ロータリー・クラブの会員であり1954年―1955

年度に国際ロータリー会長を務めたハーバート

Ｊ・テイラーにより発案されたそうです。倒産

寸前にあった会社を立て直す仕事を任されたテ

イラーは、仕事の関連するすべての事柄におい

て従うべき倫理的指針として「四つのテスト」

を創り、この会社が倒産を免れたのは、このシ

ンプルな哲学のおかげであったと人々は考えま

した。その後、1934年に国際ロータリーによっ

て採択されて以来、「四つのテストは」ロータ

リアンが倫理的行動を測る上での重要な尺度と

して用いられてきたなどの資料説明から始まり

ました。 

 次に寿﨑パストガバナーより寿屋の発展から

倒産までの実体験の話を伺いました。続いて

「四つのテスト」は80年も前にできた倫理基準

なのに現代でも色あせず益々今の社会が求めて

いる基準で経営のコツになっているという話を

されました。昔は職業奉仕委員会では若い会員

の勉強会としての職業指導にもなっていたの

で、各クラブでそのような意義も検討下さいと

の事でした。そこで大谷委員長から、各委員長

さん方のクラブの職業奉仕活動報告と会員事業

所 の 倫 理基 準を 発 表下 さ いと あ りま し

た。・・・？それにしても、まさか順番に大分

から熊本までの全委員長の発表は時間がないだ



ろうと思いましたが、時間内に自分まで回って

きました。各委員長の発表を聞いてみて、各ク

ラブの職業奉仕事業については、どこもあまり

違いはありませんでしたが、自分の会社や事業

所の倫理基準や規範とされている話では、色ん

な経験や失敗の話等が聞けて楽しい時間になり

ました。私の意見は・・・保険の代理店という

仕事柄、顧客との倫理基準については保険法や

保険業法等がコンプライアンスに則っています

ので「四つのテスト」の倫理基準は盛り込まれ

てありますが、しかし私共保険代理店にとって

の将軍様である保険会社の倫理基準は大型化や

儲かる保険販売に徹していますし、難しい課題

が山積しています。この一年間、職業奉仕委員

長として勉強したい・・・。みたいな話をした

かなと思います。今年度の計画の中に入れて活

動したいと思いました。以上 

 

【職業奉仕委員会】 

 

 

   外 部 卓 話  

         

 講師紹介  堤正博会員 

 今日はお忙しい日本銀

行熊本支店長の本幡氏に

お出で頂きました。卓話

の前に本幡氏のご経歴を

尐しご紹介いたします。 

 昭和38年のお生まれ、

まだ47歳でいらっしゃいます。東京のご出身

で、昭和62年に東京大学経済学部卒業後、日本

銀行に入られました。 

 平成11年に名古屋支店の調査役、13年本店考

査局調査役、16年考査局企画役、17年金融機構

局企画役、20年国際局参事役、22年6月熊本支

店長。奥様とお子様は東京のご自宅に、従いま

して卖身赴任でございます。本幡氏のお父様と

お母様は大分県中津市出身とのことです。 

 熊本に来られて約半年、熊本ロータリークラ

ブに所属されておられますのでロータリーのこ

とはお分かり頂いていると思います。どうぞ宜

しくお願いいたします。 

 
 
  本幡支店長様には、震

災の景況について、熊本

の金融経済概念につい

て、震災後の日本銀行の

金融政策運営について、

わかりやすく丁寧にご説

明をいただきました。あ

りがとうございました。 

【ニコニコ箱委員会】  水野虎彦委員長 

・堤正博会員 本幡日銀支店長が人吉RCの例会 

 にご出席いただき、卓話を頂きましたことを 

 心から感謝いたします。      2,000 

・中川会長 本幡支店長、お忙しい時に人吉RC 

 の例会卓話をしていただき、ありがとうござ 

 いました。延岡委員長、早朝例会お世話にな 

 りました。葉山、塚本委員長、家庭集会あり 

 がとうございました。事業達成100％お願い 

 します。             2,000 

・堤脩会員 健診のため早退します。 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード4/22合計5,000 

 

 

    点 鐘   中川貴夫会長 

 

 

５月例会予定 

5/6 12：30～ 
地域発展功労者表彰式  

地区協議会報告 ５月結婚誕生祝い 

5/13 12：30～ 優良職員表彰式 地区協議会報告 

5/20 12：30～ 職場訪問例会 繊月酒造㈱ 

5/27 18：30～ 
夜の例会・交流会 あゆの里 

人吉.多良木.人吉中央３RC合同例会  

     ５月の行事及び会合 

5/2(月) 
 クリーン人吉運動早朝清掃 

 午前6時～7時 相良護国神社周辺 

5/6(金) 人吉ＲＡＣ第１例会 

5/8(日) 
ゴルフ愛好会月例ゴルフ  

 チェリーゴルフクラブ人吉コース9:30 

 5/20(金） 人吉ＲＡＣ第２例会 

5/21(土) 
熊本第６分区ＩＭ  

 芦北町計石港内 10：00開会 

5/22(日) 
人吉・多良木・人吉中央ＲＣ 

  親睦ゴルフ 球磨CC 10:24 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 


