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 拡大が続いているタイの洪水被害、それに

伴う対応処理への政権批判。日本でも前線や

台風の影響による大雨や地震、火山の噴火等

による自然災害が各地で発生していますが、

世界各地でも災害が起きています。 

 今年１月にブラジル单東部の豪雨水害、２

月にニュージーランド单東部の内陸地震、３

月に東日本大震災、ミャンマー北東部内陸地

震、４月にアメリカ单東部の竜巻被害、５月

にアメリカ中部の竜巻被害、６月にパキスタ

ン单部の大雨水害、７月にフィリピン北部の

台風水害、韓国中部・单部の豪雨水害、８月

にアメリカ東部の内陸地震・台風水害、日本

の12号台風水害、９月にアメリカ单部の山火

事、インド北東部の内陸地震、10月にタイの

豪雨と、毎月大きな災害が起きていますが対

応処理に対する政権批判が生じています。こ

の異常気象は何が原因なのでしょうか？ 

 昨夜(10月20日)、ロータリー情報委員会と

ローターアクト委員会の合同家庭集会が二代

目で行われました。ロータリー情報委員会の

高山委員長より、本年度の役割分担の確認

と、「新入会員懇談会」計画、３分間ロータ

リー情報の計画について討議がなされまし

た。 

 ローターアクト委員会では、アクト主体の

折鶴会について説明があり11月５日に折鶴会

発足が決まりました。両委員会討議の後、懇
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親会に移行し、親睦を分かち合いました。 

 ここでロータリー情報委員会の事について

話してみたいと思います。 

 ロータリーに入会した以上は、ロータリー

のことをよく知ることが大切です。そして出

来るだけ早くロータリーの本質を理解しなけ

ればなりません。そのためには、基本的なも

のを十分取得することが大切になってきま

す。ロータリーはまず基本に忠実に、基本を

しっかり身に付けて戴く事が大切です。その

ためには何としてもロータリー情報は欠かせ

ません。 

 人吉ＲＣでは、昭和60年代にロータリー情

報委員会に於いて作成された人吉ＲＣ独自の

「新会員のために」という資料があります。

それを基に、入会が決まった新会員へ入会式

までにロータリー情報委員会によるオリエン

テーションが行われています。最近入会され

た片岡忠雄会員も高山委員長より、みっちり

オリエンテーションを受けられ現在に至って

おられます。 

 しかし、最近はロータリー活動が多面的に

なり、新しい会員にはロータリーは何である

か理解しがたい部分があると思われます。

ロータリー経験豊富なベテランロータリアン

による簡明な説明が伴わないとロータリーが

何であるか分からないまま月日が過ぎてい

き、クラブ奉仕を通じてロータリーを身につ

けるためにもロータリー情報は不可欠だと思

います。９月９日に行いましたテーブルミー

ティングもこの一環としてとれると思いま

す。２回目のテーブルミーティングがより充

実した形になるよう計画したいと思います。 

 先週はカレンダー写真コンテスト表彰式が

無事終わり安心致しました。カレンダー販売

も昨日の時点で、どうにか採算がとれるボー

ダ―ラインの5000部を超えましたが、これか

らが本当の意味での義援金につながりますの

 １０月職業奉仕 米山月間 
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で会員皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 10月は職業奉仕・米山月間になっていますの

で、後程、米山記念奨学委員会の片岡委員長に

卓話をお願いしてあります。宜しくお願い致し

ます。 

 

 

    馴田信治幹事 

【連絡事項】 

◇2720地区米山記念奨学委員長山田哲大氏より 

 米山寄付金納入のお知らせ 

◇人吉歳末たすけあい実行委員会より10/7開催 

 実行委員会の決定事項のお知らせ 

◇熊本県協同募金会人吉支会永山芳宏氏会長よ 

 り「おくんち祭」街頭募金の御礼 

◇青井阿蘇神社福川義文宮司より「おくんち 

 祭」協賛及び「おくんち祭」の御礼 

◇球磨川音楽祭実行委員会後援の御礼 

◇2720地区岡村ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所開設の案内 

  大分市坂ノ市中央３丁目３番５号 

        オカムラグループ内 

【例会変更】 

多良木RC11/17→12:00～クラウンゴルフにて 

宇土RC11/9→17:30～ガバナー公式訪問のため 

 〃 11/23→取止め 

【回覧】 

  八代ＲＣ  人吉総合病院広報誌「翔」  

 

   原田知一郎委員 

 

 

 

 

 

 
 

【社会奉仕委員会】      

  熊本県ブライダル推進担当者会議報告 

     8/8(月)14:30～ﾃﾄﾘｱ熊本銀先ｺｱﾋﾞﾙ 
 
              水野虎彦委員長 

 晩婚化が進み結婚しない若い世代が増え、そ

れに伴う尐子化の問題も非常に深刻化していま

す。今年度テーマであります『家族』に着目

し、ロータリーアンが社会のニーズに応えるべ

く社会奉仕の一環として、本田ガバナーのも

と、地区ブライダル推進委員会は婚活活動を発

足することになりました。 

 ブライダル推進委員会の方針に基づき、今年

度から社会奉仕活動のひとつとして活動を推進

していきたいと思います。 

 各クラブで担当委員が選任されており、当人

吉ＲＣからは社会奉仕委員長が担当委員になっ

ております。 

 皆様のご協力、積極的な推進をよろしくお願

い致します。ブライダル推進委員会の仕組みを

ご説明申し上げます。 

 
     地区奉仕プロジェクト部門 

   ブライダル推進委員会の仕組み 

［登録カード(会員）] 

会員として登録受付をします。基本的にはロー

タリアンの一人一人が紹介者となります。 

男、女、年令は問いません。離婚歴ありや、お

子さんがいらしても結構です。特別な制約はあ

りません。どなたでも紹介を得れば自由です。  

 登録カードには、本人の身上、履歴書、又相

手に対しての希望・要望を記入の上、当委員会

に申し込み頂きますと、会員として登録されま

す。 

［相談コーナー］ 

毎月、熊本・大分、各１回「相談コーナー」を

設けています。地区より委託された、熊本・大

分のコーディネーターの方々が、相談者となり

担当します。会員は自由に来訪し、相談を受け

る事ができます。 

ご本人のカードを確認の上、コーディネーター

と面談をします。相談、話し合いの中、希望す

る相手への条件等を参考にし、登録カードか

ら、より希望を満たすであろう人を選出しま

す。選出されたカードを本人に提示して、まず

面接の有無を聞きます。面接を望み申し出た

時、次のステップとして相手方にコーディネー

ターより、電話で連絡をとります。 

面会要望者の意思を伝えると共に、面会に「は

い」か「いいえ」の返事を聞きます。 

「いいえ」であれば、進展なしとして次の方の

紹介に移ります。「はい」であれば、コーディ

ネーターの方が、面接の段取りをし、その後の

進展を見守ります。 

以上が「相談コーナー」です。 

個人情報を守るため管理を徹底しておりますの

で、ご安心ください。 

尚、登録しただけで自動的にお相手をご紹介す

ることは出来ませんので、「相談コーナー」を

ご活用下さい。 

本日の出席率 

会  員  数   66名   74.19% 

出 席 免 除 5名 10/7例会出席率  72.58％ 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 12名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 98.39％ 

＊届け出欠席  

 漆野・高山・和田・伊久美・尾上・宮山・立山・永江 

 有村・大久保・石原・青木・塚本・川越・小林祐 

＊出席免除会員 

(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本, 釜田 

＊メークアップ クリーン人吉；山賀 アクト例会；立山  

多良木ＲＣ；宮原･水野 人吉中央ＲＣ；高山  

Ｒ情報家庭集会；浦田･小林清･中川 

雑誌委員会家庭集会；中島  

ローターアクト委員会家庭集会;青木・平田・岩本光        

http://www.ri2720.org/about/025/


［友愛の広場］ 

本年度は２回開催します。集団見合いのコー

ナーです。 

会員全員に開催の案内を往復ハガキ等で連絡

し、出欠の確認をします。当日は、軽食と尐

量のアルコールで、パーティを開きます。自

己紹介、ゲーム、カラオケ等でパーティを演

出します。素敵な出会いで縁が育ち、カップ

ル誕生を期待して運営します。 

 

以上が企画です。 

ロータリアンの皆様には、身近な独身者の良

き理解者として推薦人となり、より多くの独

身者の紹介をお願いします。 

 

ブライダル申込規約 

●申込資格 

ロータリアンの子女及び知己の方で、ロータ

リアン１名以上の紹介、または推薦を必要と

します。尚、登録期間を３年間とし登録より

３年を経過した場合、改めて新規登録をして

下さい。 

●申込方法 

紹介・推薦ロータリアンを通じて、当委員会

所定の『登録カード』に必要事項を書き入

れ、 

①顔写真１枚(パスポートサイズ【縦45ｍｍ× 

 横35ｍｍ】を『登録カード』に添付） 

②スナップ写真３枚 

③登録料3.000円を添え、ご本人が相談コー 

 ナーへ持参して下さい。 

●登録者の留意事項 

①登録済みの書類は、登録者及びその両親、 

 紹介・推薦ロータリアンに限りブライダ 

 ル・コーディネーター了解のもと、相談 

 コーナーにおいて、その原本を閲覧できる 

 ものとします。（コピー不可） 

②年２回開催予定の当委員会主催「友愛の広 

 場“You and I Plaza by Rotary ”」には 

 支障のない限り、出来るだけ出席してくだ 

 さい。（日程は別紙参照） 

③登録者同士のお見合いはブライダル面接 

 コーナーを利用できるものとし、その後の 

 経過は、常に紹介・推薦ロータリアン及び 

 ブライダル・コーディネーターに連絡して 

 ください。 

 以降の交際については、ロータリーの本質 

 に則り、品位ある行動をお取り下さい。ま 

 た、何らかのトラブルが発生した場合にお 

 いては、当事者により解決していただき、 

 当委員会では責任を負いかねます。 

④めでたく婚約成立の場合は、紹介・推薦 

 ロータリアン、及び当委員会または、ブラ 

 イダル・コーディネーターまで必ずお知ら 

 せ下さい。 

⑤登録者はブライダル登録者以外の方と婚約 

 された場合でも、紹介・推薦ロータリア 

 ン、及び当委員会またはブライダル・コー 

 ディネーターまで必ずお知らせ下さい。 

⑥登録しただけではお相手のご紹介は出来ま 

 せんので、是非「相談コーナー」をご活用 

 下さい。 

＊提出いただきました書類・写真等は当委員

会で責任を持って管理し、抹消の際も、当方

で責任を持って処分させていただきます。 

 

【米山記念奨学委員会】 
   
     「米山月間卓話」     

             片岡啓一委員長 

 今月は米山月間になっています。ご存知の

ように、ロータリークラブには２つの奨学金

制度がありますが、その一つであるロータ

リー財団の奨学金は、日本人の学生が海外に

留学して学ぶときの奨学金制度です。そして

米山記念奨学金は、海外から日本に留学して

日本の大学で学ぶ学生のための奨学金制度で

す。日本の奨学金制度の中でも最も大きな制

度で、皆さん方からの寄付金を財源としてい

ます。 

 年間約800人の学生に14億円の事業費をかけ

ています。その米山記念奨学金を受けて日本

の大学を卒業した人達を「米山学友」と呼

び、それぞれの国に帰り、その国のために各

分野で活躍をしており、そして日本との架け

橋となり、日本のロータリークラブとの絆を

大事にし、平和のために尽くしています。 

 11月４日の例会には、中国からの奨学生を

招待し、卓話をもらう予定になっておりま

す。本日は、各国で活躍する学友の様子をビ

デオを通して理解を深めていただきたいと思

い、準備いたしました。 

 

 (ビデオ放映１５分) 

 『心つないで、世界へ 

  ロータリー米山記念奨学会の学友たち』 

 

 ロータリー米山記念奨学事業は、平和の推

進と国際親善を目的に、日本のロータリアン

の奉仕によって支えられてきたプログラムで

す。これまでに約120カ国15,000人を超える外

国人留学生を支援してきました。米山奨学事

業の成果は、米山学友の活躍にあります。 

母国に戻りその発展に尽くす人、母国と日本

との懸け橋として活躍する人、世界平和や国

際理解推進のために貢献する人など、米山学

友は世界を舞台に様々な活躍をしています。



著名な活躍を遂げる人も、その発展途上にあ

る人も、一人ひとりが日本への感謝とロータ

リーの精神を胸に刻み、力を発揮していま

す。今後も皆さんのご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長 

・中川会員 中島ガバナー補佐にお孫さんが 

 (長男)が生まれられたそうで誠におめでと 

 うございます。          2,000 

・葉山会員 ①お孫さんの誕生おめでとうご 

 ざいます。中島家の益々の繁栄を記念して 

 ニコニコします。②11月1日に開催されます 

 第一回全日本エージシューターマスターズ 

 大会に人吉ＲＣを代表して、私の記憶では 

 ４名（岩本会員・有村会員・大久保会員・ 

 鳥井会員）に参加申し込みを頂き、ありが 

 とうございました。お陰様で140名を超え、 

 県内からは約40％、遠くは青森県や、先の 

 東日本大震災の宮城県からも参加申し込み 

 を頂いております。先の４名に任せておけ 

 ない我こそは、と思われる方は私まで連絡 

 下さい。             2,000 

・岩本泰典会員 中島君 孫誕生おめでとうご 

 ざいます。            2,000 

・堤脩会員 健診のため早退します。 1,000 

・浦田会員 所用の為、早退します。 1,000 

・岩本泰典会員 例会中にすみませんでした 

 私の電話が「ヒグラシ」を鳴かせました。       

                  1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/21合計9,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・中島会員 再婚の息子に昨夜長男が生まれ 

 ました。愛甲先生に御世話になりました。 

 母子共にすこぶる元気でした。   ＄200 

 

       点 鐘  宮原和広会長 

 

 10月24日の世界ポリオデーを前に、世界中

のロータリアンがポリオ撲滅活動の認識向上

と募金活動に努めています。 

 オーストラリアのロータリー・クラブは、

世界の貧困問題に取り組む活動団体「Global 

Poverty Project」と協力して署名運動を行

い、世界ポリオ撲滅推進計画に必要な資金を

提供するよう世界の指導者たちに訴えていま

す。この署名運動にはオンラインで協力でき

ます。 

 Global  Poverty  Projectは、10月 28日に

オーストラリアのパースでポリオ撲滅コン

サートを予定しています。同日には英連邦首

脳会議も開かれるため、ロータリアンは、ポ

リオ撲滅をこの会議の議題とするよう働きか

けを行っています。またGlobal Poverty Pro-

jectの共同創設者でCEOのヒュー・エバンスさ

んは、2012年5月にバンコクで開かれるRI国際

大会にて講演を行う予定です。 

「世界的な取り組みを通じて、ポリオの撲滅

がもう尐しで手に届くところまできていま

す」と話すのは、Global Poverty Projectで

ポリオ撲滅活動を担当し、オーストラリアの

クラウリー・ロータリー・クラブ会員のマイ

ケル・シェルドリックさんです。「私たちは

まさに歴史的な瞬間を迎えようとしていま

す。撲滅が達成されれば、誰もがこの恐ろし

い病にかかる心配をせずにすみます。私たち

はこの活動を最後までやり遂げなければなら

ないのです」 

 世界ポリオデーを機に、そのほかにもさま

ざまなイベントが企画されています。 

 エチオピア、アディスアベバのロータリア

ンは、ポリオ撲滅ウォーキング大会を企画し

ています。4,000人が参加する予定で、集まっ

た資金はロータリーの2億ドルのチャレンジ

（ポリオ撲滅のためにビル・アンド・メリン

ダ・ゲイツ財団から寄せられた3億5,500万ド

ルに上乗せする資金を提供するための活動）

へ寄付されます。 

イタリアのロータリー・クラブは、10月23日

のヴェネツィア・マラソンにちなんで、ポリ

オ撲滅募金活動を行います。 

 米国とカナダのロータリー・クラブ、ロー

ターアクト・クラブ、インターアクト・クラ

ブは、10月24日から28日までの1週間、国内全

体でポリオ撲滅に対する認識を高めるための

活動を行います。各クラブは、活動やアイデ

アなどをFacebookのページに投稿します。 

 フィンランドのロータリアンは、10月24日

から 28日まで、「あと尐し」の広告を使っ

て、印刷媒体、テレビ、オンラインでの広報

を行います。また世界ポリオデーには募金活

動も企画しています。 

 カナダのロータリアンは、10月中、「あと

尐し」広告を使った公共奉仕広告をテレビで

放映するほか、ポリオ関連の番組を全国ネッ

トで放送します。 
     国際ロータリー・ニュース：2011年10月20日  

    

 

各地のロータリアン

は、10月24日の世界ポ

リオデーを機に、ポリ

オ撲滅活動を完遂する

ことの重要性を訴えて

います。 

写真提供：パキスタン・ポリオ・プラス委員会 


