
    人吉・多良木・人吉中央  

  ３ロータリークラブ合同例会 
  
    清流山水花あゆの里２階 １９時点鐘  

 

点 鐘     人吉RC     中川貴夫会長 
 
歌 唱  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 人吉RC 青木一幸委員    

           国 歌    「君が代」 

           Ｒ．Ｓ    「奉仕の理想」 
 
司会・進行 人吉RC   井手富浩委員長 
 

 

 人吉ＲＣ 中川貴夫会長 
 

 
 皆さん今晩は、本日は３クラブ合同例会にご

出席戴きありがとうございます。 

 実は、この合同例会は、今年度当初、多良木

ＲＣクラブの東会長さんが「一緒に例会が出来

たら良いのですが、」との問いから始まりまし

た。私は心の中で、よい事だと思っておりまし

たが、まだ各委員会が始動したばかりでしたの

で、「東会長さん来年になってから計画をして

もよろしいですか？」とお話をさせて戴きまし

た。東会長さんは「結構です。」との返事でし

たので、今度は、人吉中央ＲＣの山口会長さん

通  算  2 6 5 9回 

2 0 1 1年 5 月 2 7 日 

第 42 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 

会報編集 牛島スミ子副委員長 

に、三クラブ合同例会の話をさせて戴き、

「よろしくお願い致します。」との事で、今

日の合同例会となりました。 

 各クラブ例会変更となりますと、どこのク

ラブもそうですが、出席率が極端に下がりま

す。しかし、他のクラブを見る事で、参加戴

いた方々がクラブに持ち帰り検討戴き、良い

ところがあれば取り入れて戴く。それで各ク

ラブが活性化して戴ければ、との思いで実行

させて戴きました。 

 「今回は、人吉ＲＣクラブでお願い致しま

す。」との事で担当します。 

 次年度人吉ＲＣクラブより、中島博之会員

をガバナー補佐として出向させて戴きます

が、中島会員は今年度の広報委員長をされて

おりますので、本日の卓話をお願い致しまし

た。 

 懐かしい映像やお話を、ご自分でプログラ

ムされ、パワーポイントを使って卓話戴きま

す。 

 東日本大震災が発生致しました結果、様々

な事業が自粛の道に追い込まれる事となりま

したが、第2720地区の地区大会は開催されま

した。苦渋の選択だとは思いましたが、この

事は、ロータリークラブの大会は懇親会が中

心ではなく、あくまでも式典重視と言う事で

決行したのだと思います。この事に対しまし

ては、各地でも色々ご検討をされた事と思い

ますが、それぞれの例会を勉強しようと思う

心で、今日の３クラブ合同例会を合わせて開

催させて戴く事と致しました。よろしくお願

い致します。    

 前置きはさて置きまして、本日の会長の時

間は何を話そうかと思いましたが、５月と７

月はロータリー月間行事が無いのでありま

す。例えば１月は、ロータリー理解推進月



間・３月は、識字率向上月間ですのでそれに

ついての話を自分なりに勉強して話させて戴

きましたが、５、７月は無いのです。このこ

とは、私が会長エレクトの時に、「会長の時

間と言うのは、ロータリーの事を盛り込んで

話をしなければなりません。」と先輩ロータ

リアンに教えて戴いたからであります。 

 思い、考えました所、来年度、私は、宮原

会長エレクトの推薦状を戴き地区に出向させ

て貰っております。先日、リーダーシップ委

員会で、学んだ事をお話させて戴きます。 

 ５月14日（土）熊本のガバナー事務所の研

修所で委員会がありました。ＲＩ研修リー

ダー中村靖治氏（Ｄ2720地区埼玉单東 吉川

ロータリークラブ）の話がありました。質問

形式で当てられますのでロータリーを知らな

い事が多くて恥ずかしい思いをして帰って来

ました。 

 その時の研修で、簡卖な所から、ロータ

リークラブとライオンズクラブの違いはなん

ですか？ 

ロ―タリークラブは、アイ・サーブ・・・ 

 個人が職業を通じて地域に奉仕をする。 

 会員数 約１２１万人 

ライオンズクラブは、ウイ・サーブ・・・・ 

 個人ではなく会として奉仕をする。 

 会員数 約１３５万人 

クラブフォーラム・・・ 

みんなで自由に意見を出すが結論を求めな

い。 

クラブ協議会・・・・ 

みんなで自由に意見を出して結論も出す。 

制定案と決議案の違い・・・ 

2010年手続き要覧160ページ・182ページに

載っておりますが、簡卖に言いますと、制定

案（立法案）は、ＲＩ審議会で決定されれば

審議会閉会直後の７月１日により効力を生じ

るもの。（そのようにしなければ） 

決議案は、審議会が閉会して１年以内に採択

された決議にかかわるすべての理事会決定に

ついて、全ガバナーに通知する。（ＲＩに上

程する） 

 その他、ＣＬＰ，ＤＬＰ、ＷＣＳ（世界社

会奉仕）色々と学ばせて頂きましたが、特に

私が気を引いたのは、次次年度日本より田中

作次ＲＩ会長（2012～2013年度・埼玉八潮Ｒ

Ｃ）が誕生します。この事は、向笠広次ＲＩ

会長（1982～1983年度・昭和57年度・大分中

津ＲＣ）に続いての２人目です。田中作次氏

は、『会員増強する時に「世の中に良い事を

する仲間を見つけて欲しい」と話をされ、む

やみやたらな増強は控えて欲しいと思ってい

る。』と言われたそうです。ロータリークラ

ブにマッチする人材であって欲しいと言う事

だと思います。 

 又、現在ＲＩ会長の標語がありますが、田

中作次ＲＩ会長以降は、おそらく無くなり 

①・超我の奉仕（公式第一標語） 

②・奉仕の理想、この２つがロータリーの標

語となるのではないかと話されました。？ 

 ところで、①超我の奉仕とは・・・「最も

よく奉仕する者、最も多く報いられる」「自

我を超えて、人の為につくす」 

②奉仕の理想とは・・・「２つの奉仕哲学が

（奉仕理念）があり、１つは、事業の継続的

な繁栄を願う職業奉仕理念であり、もう１つ

は、弱者を助ける人道的奉仕活動、すなわち

社会奉仕と一部の国際奉仕活動です。」これ

はフランクリン・コリンズによってしめされ

た「Ｓｅｒｖｅｓ ｎｏｔ ｓｅｌｆ」が元

となり、「他人のことを思いやり、他人のた

めに尽くすこと」と定義されている社会奉

仕、国際奉仕を含む人道的奉仕活動の理念で

す。 

 現在のロータリークラブに一番必要な事が

奉仕の理想の中にある「思いやり」ではない

でしょうか、現在までこのクラブを作って継

続されてきた先輩達に「思いやり」を持って

接する、また先輩達も「思いやり」持って後

輩に指導戴く、新しいロータリアンも先輩

ロータリアンもロータリークラブに入って一

生懸命尽くす、先輩達も、後輩がするだろう

と後に下がらず協力を惜しまない。この両輪

がうまく行ってこそロータリークラブが存続

出来る事だと思います。新しいメンバーも

せっかく入れた格式高いロータリーと思い両

輪で盛り上げて戴きましょう。 

 2010-2011年度ＲＩテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

    渡辺洋文幹事 
 
【連絡事項】 

・公益社団法人くまもと被害者支援センター 

  様より、平成23年度賛助会員会費納入のお 

 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】 

熊本東单RC6/15→18:30～慶祝会の為 

               場所:松葉 

 〃  6/29→例会取止め クラブ定款に基づく 

熊本城東RC6/13→18:30～歳祝い家族会の為 



  〃    6/27→休会 

熊本北RC6/17→18:30～慶祝家族会の為 

               場所:割烹火の国 

熊本西RC6/14→19:00～夜の例会の為 

      場所:熊本全日空ホテルニュースカイ 

 〃  6/28→19:00～最終例会並びに懇親会の為 

                          場所:料亭すざき 

 

      卓    話 

 

   2011-12年度熊本第6分区  

    中島博之ガバナー補佐 

 

『聞かなくても損をしない話 

 見なくても損をしない話 』 

【ニコニコ箱委員会】    

人吉ＲＣ創立記念全員スマイル  68,000円 

   

     点 鐘  中川貴夫会長 

*ロータリーの友５月号紹介は、5月13日会報に

掲載出来ませんでしたので、ここで紹介させて

頂きます。 

 

ロータリーの友５月号の紹介 

              永尾禎規委員 

 ロータリーの友５月

号は表紙から紹介させ

て頂きます。本日は行

事がたくさんあり、時

間がないようです。急

いで紹介を致します。 

 縦組みの写真、うっ

すらと霧がかかった森

の写真は鹿児島県屋久島だそうです。変わって

横組みの写真はカラッと良い天気、あでやかな

つつじの花のはるか向こうには富士山の姿があ

ります。拝みたいほど美しいですね。 

 では、横組みから、３月11日に起きた東北地

方の大地震…16ページではロータリー岩手県宮

古での医療活動の様子が2008‐09年度のロータ

リー財団国際親善奨学生だった倉内菜穂子さん

からの報告です。 

 20ページ、いま世界は、では「タイガーマス

ク運動」を通して支援について考える／長期的

な視点で問題を見る重要さと題し、宇都宮大学

特任准教授の米川正子氏のお話です。2010年12

月以降、日本全国の児童施設へ寄付をした「タ

イガーマスク運動」は大きな話題としてメディ

アで取り上げられました。称賛する声があがっ

たけれども本当にそうなのか？米川氏が現場で

得た教訓を「タイガ―マスク運動」の例に照ら

し合わせながら、支援の在り方について考えて

おられます。 

 次は縦組みを紹介します。最初のページで

す。米山記念奨学生と私の夢、中国米山学友会

華北分会会長／世澤律師事務所パートナー姫軍

（じじゅん）さんの講演要旨が載っています。

「私がロータリアンの皆さまから、そして米山

記念奨学会からいただいたものは、奨学金や友

情だけではなく、人生の価値観と生き方です。

私の夢は「ロータリー精神の理想的な具現者に

なることです」とあります。 

 姫氏はとても優秀な方のようです。「これか

ら生きることは自分のためではなく他人のため

になるようにしよう。お金を出すことはそんな

に難しいことではありません。一番難しいこと

は時間を出すことです。われわれは時間を出さ

なければいけません」と語っておられます。 

 短い紹介でしたが以上で終わります。ありが

とうございました。 

６月例会予定 

6/3 18：30～ 夜の例会 賀寿会 

6/10 12：30～ クラブ協議会 

6/17 12：30～ クラブ協議会 

5/24 12：30～ 今年度最終例会  

     ６月の行事及び会合 

6/3(金) 
 親睦委員会 

 賀寿参拝 青井阿蘇神社9時30分 

6/3(金) 人吉RAC例会19:30～立山商店 

6/12(日) 地区定款細則ｾﾐﾅｰ 大分13:00～ 

6/12(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 

6/12(日) 
 人吉球磨中学生柔道大会 
     スポーツパレス武道場 

 6/18(土） 

6/19(日) 
地区ＲＡ研修会 

6/6(月)～6/16(木）  次年度委員会開催 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 



    ３ＲＣ交流会 
 
    
      司会進行 人吉RC  井手富浩プログラム委員長 

  

 

 開会挨拶 

  人吉RC 宮原和広会長エレクト 
 

  乾 杯  

 多良木RC 松下正壽会長エレクト   

  閉 会 

  人吉中央RC  

  坂口英雄会長エレクト 


