
     宮原和広会長 
  

 台風１２号は各地に甚大な

被害をもたらしました。被害

に遭われました方々にお見舞

い申し上げます。 

 ９月６日(火)、石亭の館に

おいてクラブ広報委員会、雑

誌委員会、クラブ会報委員会の合同家庭集会

が開催されました。各委員会、地区のスロー

ガン｢心機一転｣に沿って、従来の委員会に変

化を加えた意見が発表されました。広報委員

会では昨年度同様、新年度の人吉ＲＣホーム

ページを作成し、新たに各会員のリンク集

と、当クラブの資料室を増設されました。今

後もＩＴ化を充実していきたいとのことでし

た。雑誌委員会では、多くの会員に｢ロータ

リーの友｣を熟読していただくために、雑誌委

員以外の新入会員の｢ロータリーの友)見所紹

介発表を計画し、ロータリー情報を理解して

戴きたいとのことでした。会報委員会では、

週報に会員のミニ情報掲載の枠を思索したい

とのこと。このように前向きな意見が発表さ

れ、今後の委員会活動が楽しみです。 

 本日はこの後、初めての試みであるテーブ

ルミーティングが行なわれますので、活発な

意見で討議をして戴き、会員相互関係を深

め、今後のロータリー活動に役立つことを期

待いたします。 
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【9月2日第5回定例理事会承認事項】 

・人吉出身プロボクサー黒木優子 

 さん人吉新聞広告掲載依頼について→承認 

・9/30(金）ガバナー公式訪問、夜の懇親会に 

 ついて→承認 

・観光カレンダー写真コンテスト表彰式日程 

 について→10/14(金)例会で実施する 
 
【連絡事項】 

◇2011-2012年度ロータリーの友英語版販売の 

 案内が届いております。 

 年1回11月発行1冊525円 10/14締切です。 

◇2720地区本田光曠ガバナー、仙波地区リー 

 ダーシップ委員長より、「クラブ研修リー 

  ダー」選出のお願いが届いております。 

◇2720地区ローターアクトより第27回年次大 

  会登録の案内が届いております。 

   日 時：平成23年10月8日(土)・9日(日) 

  場 所：大分イベントホール 締切9/25 

◇人吉新聞より県民体育祭の広告掲載のお願  

 いが届いております。広報委員会へお渡し 

 します。 

◇熊本県青尐年育成県民会議より、第33回 

 「尐年の主張」熊本県大会開催の案内が届 

 いております。 

 日  時：平成23年9月17日(土)午後1時～4時 

  場  所：上天草市松島総合センター 

◇人吉市教育長堀秀行氏より、第58回人吉球 

  磨総合美展のポスター掲示及びチラシ配布 

 の依頼が届いております。 

   展示期間：10/29(土)～11/3(木) 
 
【例会変更】 

熊本東单RC9/21→例会取止め 

熊本西单RC9/22→例会取止め 

  

 ９月新世代のための月間 
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【本日の回覧物】 

人吉総合病院広報誌「翔」 

指宿RC会報 
【本日の配布】 

人吉ＲＣ会報№2672号 

 

 米山功労者マルチプル表彰        

    有村隆徳会員 
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 第１回 テーブルミーティング 
 
  

 本日のテーマ 

  私のロータリーとは？  

   ロータリーの会員増強 （増と強） 

   ロータリーのここが疑問 

   知りたいこと・解らないこと（新会員）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ①～⑥ 

①赤池・中島 

 宮原・馴田・葉山・浅野・鳥井 

②有村・大久保・尾方 

 北・平田・本田・片岡忠 

③伊久美・高山・堤脩 

 山賀・渡辺・川越・大賀・永江 

④中川・堤正 

 安達・山田・延岡・丸尾・有馬・馬場 

⑤岩本泰・浦田・武末 

 塚本・岡・木村・立山・原田 

⑥和田・宮山 

 山口・鳥越・板井・齊藤・永尾・漆野 

討議２０分間 

各テーブルの進行；パスト会長 

 〃発表(鳥井,片岡忠,永江,馬場,原田,漆野) 
 
 
テーマ１． 私のロータリーとは？ 

   （パスト会長、ベテラン会員より） 

・簡卖に言うのはなかなか難しい。 

・各自の職業を通じて社会に奉仕すること。 

・自分を磨き人を育てること。 

・自己研鑽の場。 

・仕事を重視し、社会奉仕が尐し疎かになっ 

 ている気もする。 

・入会当初は戸惑いあり。 

・自分の仕事を大切にした上で、奉仕活動、 

 親睦活動を深める。 

・異業種の集まりで自分を磨くことができ 

 る。 

・会費や出席率等、大変だが勉強にもなる。 

・年齢差があるため縦の交流がある。 

・年齢に忚じた充実した話ができる。 

・自分を育ててもらった。 

・青年会議所の次の場である。 

・毎週元気が出る。 

・三世代一緒にいるため、話題が異なり難し 

 い所がある。 

・時間を大切にする会である。 

・家庭集会に出ることにより身に付くことが 

 たくさんある。 

・会話を楽しむ所、友達をつくる所。 

・貴重な卓話を聞くことができる。異業種の 

本日の出席率 

会   員   数   67名   71.88% 

出 席 免 除 4名 8/26例会出席率  87.50％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 7名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 98.44％ 

＊届け出欠席者  

 岩井・小林祐・戸高・石原・村山・小林清・牛島 

 青木・外山・岩本光・片岡・友永・水野・井手 

 尾上・釜田・堀 

＊出席免除会員(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本 

メークアップ 

芦北ＲＣ例会；中島 

宇土ＲＣ例会；中川 

多良木ＲＣ例会；宮原・馴田 

会員組織増強.分類.選考合同家庭集会；尾方・有村 

広報.雑誌.会報合同家庭集会；山田              

ロータリー財団より岩本

泰典会員へ、感謝の言葉

とマルチプル･ポール･ハ

リス･フェローのラペル

ピンが届きました。 

財団法人米山記念奨学

会より有村隆徳会員

へ、米山功労者マルチ

プル感謝状が届きまし

た。 



 集まりということで、いろんな分野の卓話 

 が聞けて見聞が広まる。 

・会長時期前後２年くらいが一番充実してい 

 た。人吉ロータリークラブの平均年齢62.9 

 歳（10年前は54.7歳だった。宮山P会長） 

・毎週異業種の方と話ができる例会が楽しみ 

 である。 

 →月１回だと希薄になってしまうし、週１ 

 回集まると親密度が増す。 

・国内外クラブとの交流もできる。 

・職業人の集まりであり、高いレベルの社交 

 性をもつ。 

・互いの人間性を認め合い一緒に行動する。 

・異業種の集まりであり、本音で話し合う事 

 が望ましい。 

・委員会活動などではみんなが助けてくれ 

 る。 

・以前に比べると自分自身社交的になった。 

・ロータリーは出席を重んじるクラブであ 

 り、仕事を調整出来れば積極的にクラブ行 

 事に参加する事。ステータスのみを求める 

 クラブでは無く個人個人が協力し、クラブ 

 を盛り上げる事が必要。 

 

テーマ２．ロータリーの会員増強（増と強） 

・義務である。ロータリー入会は手順が良く 

 増強がうまくいっている。 

・現在、組織増強と退会防止に取り組んでい 

 る。 

・日本は会員減尐傾向にある。 

・今後も知り合い等へ声かけを行い会員拡大 

 に努めたい。 

・難しい面もあるが女性会員の拡大も必要。 

・いろいろな役職に就任し多忙なため、ロー 

 タリーへの入会が難しい人も多い。 

・我がクラブは、量より質をとる。 

・入会して戴く時に最新の注意を払い入会予 

 定者を傷つけないように。 

・基本的に会員が明るく楽しいロータリーラ 

 イフを作ると会員も増える。 

・人には入会するタイミングがそれぞれある 

 ので素晴らしい人にはファジーなアプロー 

 チをしておく。同業者の情報も参考にす 

 る。 

・ロータリーの精神を明確に説明する必要が 

 ある。（最近の情報はライオンズ化されて 

 いる傾向も見られる）そのためには会員入 

 会にはオリエンテーションが重要だ。形だ 

 けの入会になってはいけない。ロータリア 

 ンとしての価値を説明する。 

・ロータリークラブが、どのような活動を行 

 なっているかわかり辛い。→もっと広く広 

 報を。地域へのアピールが必要である。 

 

テーマ３．ロータリーのここが疑問 

・出席率の線引きが緩やかである。 

・寄付団体に近くなってしまっているので 

 は。 

・活動は目立つ必要があるのか。 

・出席率は良いが環境が悪い。例会日の再考 

 をしてもよいのでは。 

・隔週でもよいのでは。 

・自分の会社を大事にしてロータリー活動 

 を。 

・言葉が難しい。 

・家庭集会の在り方は、歴史であろうが今の 

 ままでよいのか。その目的、在り方を検討 

 する段階にきていないか。 

・会費の支出状況で、会食費・事務局費・ク 

 ラブ運営費が70～80％を占めているが、見 

 直す視点はないか。 

・寄付がステータスとなっていないか。 

・ロータリー用語が、わかり辛い 

 

テーマ３．知りたいこと・解らないこと  

        （新人会員より） 

・出席について―強制するものではない。 

・それぞれやめたい時期があった。 

・クラブに入会すると６７名の交流が出来る 

 が接待交際費はどうしたらよいのか。 

・皆さんの体験話から、ロータリーを楽しん 

 でいらっしゃることがよくわかる。入会 

 時、一緒にロータリーを楽しみましょうと 

 いろんな方から言っていただいたが尐し意 

 味がわかった。まずは例会に出席するこ 

 と。難しく考えない。考えれば毎週の例会 

 には出席でけん！私にとってはとてもとて 

 もありがたい言葉だった。 

 

             宮原和広会長 

皆さんありがとうございました。初めての

試みでしたが、私の年度内にあと２回ぐらい

このような場を設けたいと考えております。

その時は宜しくお願い致します。 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・中島会員 武末会員、警察協力功労賞おめ 

 でとうございます。        2,000 

・立山会員 武末会員、警察協力功労者表彰 

 おめでとうございます。長年にわたり地域 

 社会のためにご苦労される姿にロータリア 

 ンとして心から敬意を表し、共に活動でき 

 ることを誇りに思います。     2,000 

・中川会員 武末パスト会長、警察協力功労 



 者表彰おめでとうございます。   1,000 

・武末会員 警察協力功労賞の感謝状をいた 

 だきました。           5,000 

・有村会員 本日米山功労者の表彰を受け、 

 数日前商工会議所議員として勤続30年以上 

 の表彰を受けましたので一緒にスマイルし 

 ます。              2,000 

・堤正博会員 武末憲一さんがこの度警察協 

 力功労賞を受賞されました。心からお祝い 

 申し上げます。          2,000 

・岩本泰典会員 何かのピンを貰いました。 

 何時寄付したのか憶えてませんが―。2,000 

・浦田会員 武末会員の警察功労者賞、誠に 

 おめでとうございます。      2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/9合計18,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  伊久美寛志副委員長 

・武末会員 警察協力功労賞を県警本部長よ 

 り感謝状をいただきました。    ＄100 

・和田会員 赤池会員、岩本会員のマルチプ 

 ル・ポール・ハリス・フェロー、有村会員 

 の米山功労賞、おめでとうございます。 

                   ＄25 

・伊久美会員 皆さんに寄付をお願いしてお 

 りますので自分から行ないます。   ＄100 

 

     点 鐘  宮原和広会長 
 
   
 9・11を乗り越えて 

  クラブを支え続けてきたクラブ会長 

 

 2001年7月1日、私は、92年間の歴史あるニュー

ヨーク・ロータリー・クラブで初の女性会長に就

任しました。盛大な就任式では、ニューヨーク市

警の先導に続いて「ニューヨーク、ニューヨー

ク」を歌いながら行進しました。この記念行事が

その年で一番の行事となるはずでした。ところ

が、同年9月11日、同時多発テロ事件が起きたので

す。・・・ 

 事件の起きた日の朝、私はブルックリンのア

パートにいました。電話をかけてきた娘から言わ

れるままにテレビを付けると、２機目の飛行機が

ビルに衝突するのが見えました。その日、家族は

ちょうど別の街にいましたが、ロータリー・クラ

ブの仲間があのワールド・トレード・センターに

いたかもしれないと心配になりました。ニュー

ヨークにたった一人で滞在していた私はとても心

細くなりました。あれほど孤独に感じたことはあ

りません。 

 すぐにコンピューターを立ち上げると、ロータ

リ アンからのメールが次から次へと入ってきて

いました。レバノン、イギリス、イスラエル、フ

ランスなど、世界中のロータリアンからのメッ

セージです。「何かできることはないか」と尋ね

てくれました。時差のある国から入ってくるメー

ルにも忚じながら、何日も費やしました。寝る時

間はほとんどなかったと思います。 

 当時クラブにいた185名の会員は幸運にも全員無

事でした。緊急例会を招集したとき、こんな事態

で例会に来てくれるだろうかと心配していました

が、全員が集まりました。クラブ会長である私の

役割はできる限り皆を安心させ、希望を与えるこ

と。子どもの頃、第二次大戦中に学校で空襲の非

難訓練があったときも、歌を歌ってクラスメート

を元気づけました。今回のテロ直後も同じよう

に、クラブの仲間を励まさなければと感じていま

した。 

 クラブでは、会員以外にも、テロの被害者や消

防士、家族を亡くした人々を温かく迎え入れまし

た。例会でいつも愛国的な曲を流し、励まし合い

ながら、支援を提供する側の会員たちも勇気づけ

られました。インターネットでは、ニューヨーク

現地の状況を伝えながら、義援金の使い道を説明

しました。会員一人ひとりも、それぞれのスキル

を生かしてボランティア活動に当たりました。グ

ラウンド・ゼロで犠牲者の身元確認作業を助けた

法医学専門の歯科医。現場で外気の検査を行った

肺病予防団体の役員。ボランティアたちに飲み水

を届けようとトラックを手配した運送業者の経営

者。85歳のある会員は炊き出しを手伝いました。 

 集まった義援金については委員会が提供先を決

めました。最も緊要に支援を必要としている人々

を探し出し、資金を割り当てていったのです。親

を亡くした子どもの面倒を見る人々、介護者をな

くした人々などさまざまです。また、ミシガン州

のロータリー・クラブと協力して、8組の母子家庭

に1年間、家計を援助し、励ましの手紙を送り続け

ました。事件直後にグラウンド・ゼロで昼夜休ま

ず働き続けた消防士や警官へも何かしてあげたい

との思いから、週末に家族でゆっくり旅行できる

ようナンタケット島の家を貸し切りました。新婚

の消防士とその妻をニュージーランドやイギリス

へも送り出しました。旅行先では現地のロータリ

アンによる手厚くもてなしがありました。中には

この休暇旅行の案内をもらって涙を流した消防士

もいたと聞きいています。 

 テロ事件の年にニューヨーク・クラブの会長

だったとは大変でしたね、と声をかけられます。

私はそうは思いません。むしろ、あのとき、あの

役職に就いていたことに感謝しています。自分の

持てる技能を生かして物事を取りまとめ、人を励

ますことができました。ある男性会員の言葉が今

でも忘れられません。「9・11事件後にあれだけの

ことが出来たのは、クラブ中を見渡しても君しか

いないよ」と。以来、クラブにはほかにも多くの

女性会員が入会しました。その多くは若い会員で

す。今は新会員のメンターとして指導役に当たっ

ています。とてもやりがいがあります。彼らの意

欲を高め、ロータリアンであることを誇りに思っ

てもらえれば、これほど嬉しいことはありませ

ん。 
 
        国際ロータリーＨＰ～ニュース


