
  
   

    宮原和広会長 
 

 明日は、市政施行７０

周 年 記 念 式 典 が カ ル

チャーパレスで開かれま

す。昭和１７年に人吉町

と藍田村、西瀬村、中原

村が合併して人吉市とな

りました。合併当初の人

口は３万４千人ぐらいと聞いております。現

田中市長が２０代目の市長だそうですが、も

ちろん２０人目の市長ではありません。歴代

市長の中には何期も務められた方もいらっ

しゃいます。人吉ロータリークラブが創立５

５年ですから、チャーターメンバーの先輩

ロータリアンの方々が活躍されていた時代で

はないでしょうか？ 

 先日、私と人吉ロータリークラブに市政施

行70周年記念式典の案内状が届きましたので

出席して参ります。 

 記念式典に於いて市政功労者として人吉

ロータリークラブを表彰することに決定しま

したという嬉しい通知が届きました。これも

諸先輩達ロータリアンの功績の賜物だと確信

し、５５代目会長として表彰状を戴いてきま

す。 

 本日は第２回テーブルミーティングとなっ

通  算  2 6 9 2回 

2 0 1 2年 2 月 1 0 日 

第 29 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 川越公弘委員 

ていますので会長の時間を終わります。 

 
 
   馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①菊池ＲＣより創立40周年記念式典の案内 

 日時；平成24年４月８日(日) 

 会場；菊池笹の家 

②台北稻江ＲＣより創立25周年記念式典への 

 招待状が届いております。 

【例会変更及び取止め】 

熊本北RC2/16→18:30～親睦例会のため  

              味楽ふくしま 

〃 2/23→職場訪問のため  日本赤十字県支部 

〃 3/8→3/10地区大会へ変更 崇城大学市民ﾎｰﾙ 

【回覧】 

 指宿ＲＣ週報    

【配布物】 

 抜萃のつづり(贈㈱ｸﾏﾋﾗ） 

 

   岩井和彦委員長 

 

 

 
 

 

 

 

＊届け出欠席  

 鳥越・堤脩・渡辺・北・大久保・有村・高山・本田 

 中川・戸高・片岡啓・岩本光・永江・小林祐・尾上 

 友永・外山・小林清 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，山本 

＊メークアップ 

 人吉RAC例会；立山・武末・中島 

 阿蘇RC例会；伊久美・中川  

  ２月 世界理解月間 

 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 渕田秀雄SAA委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  葉山プログラム委員長 
 

本日の出席率 

会  員  数   67名   68.75% 

出 席 免 除 5名 1 / 27例会出席率  85.94％ 

欠 席 者 数 18名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 44名 修 正 出 席 率 93.75％ 



【半期決算 会計・監査報告】 

       石原弘章会計 

 皆様にお配りしています

2011-2012年度半期決算報告

書の収入と支出について報告

致します。 

   ～ 内容説明 ～ 

    

 

  2011-2012 年度半期決算監査報告 

               武末憲一監査 

 会計は石原弘章会計さんから分かりやすく説

明を頂きましたとおりです。 

 私と永江会員の監査２名で厳しく監査を致し

ました。2011～2012年一般会計、特別会計半期

決算監査報告を申し上げます。 

 人吉ロータリークラブ2011～2012年度一般会

計、特別会計の半期決算書について2012年２  

月２日会計監査を行いました結果、全て適正で

あると認めます。 

 監査 武末憲一・監査 永江浩  以上です。 

 

 

 

  第２回 テーブルミーティング 

 

   

               宮原和広会長 

 第２回目のテーブルミーティングを始めま

す。テーマ『重要なロータリー用語について』

と致しましたのは、新会員さんに用語をよく理

解してもらい、ロータリーに早く馴染んで頂く

ためと、会員皆さんが再確認をするために決め

させて頂きました。 

 30の用語を準備しました。各パスト会長さん

には新会員を中心に用語の説明と進行をお願い

致します。各テーブル用語説明に１５～２０

分、テーブル代表者の発表及び感想を各２分と

いたします。皆さんのご協力を宜しくお願い申

し上げます。 

  

①Active Member [正会員]                    

②Assembly, District [地区協議会]            

③Charter Member [創立会員]                

④Classification Roster [職業分類表]             

⑤Community Service [社会奉仕]              

⑥Council on Legislation [規定審議会]           

⑦District Leadership Plan  

          [地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗﾝ]    

⑧Governor’s Monthly Letter  

          [ガバナー月信]        

⑨Interact [インターアクト]                         

⑩Make-up [メークアップ]                          

⑪Paul Harris Fellow  

       [ポール・ハリス・フェロー]     

⑫Presidents-elect Training Seminar (PETS)     

        [会長エレクト研修セミナー]  

⑬Rota act [ローターアクト]                        

⑭Rotary International Theme  

         [国際ロータリーのテーマ]  

⑮Special Months in Rotary 

          [ロータリーの特別月間]   

⑯Sponsor Club [スポンサー・クラブ]      

⑰Youth Exchange [青尐年交換]      

⑱Assembly, Club [クラブ協議会]   

⑲Assistant Governor [ガバナー補佐]  

⑳Classification [職業分類]  

㉑Club Service [クラブ奉仕]   

㉒Convention [国際大会] 

㉓District Conference [地区大会]  

㉔Honorary Member [名誉会員]  

㉕International Service [国際奉仕] 

㉖Object of Rotary [ロータリーの綱領]  

㉗Polio Plus [ポリオプラス] 

㉘Rotary Information [ロータリー情報] 

㉙Vocational Service [職業奉仕]   

㉚(Club Trainer)[クラブ研修リーダー] 

    

テーブル代表者発表 

テーブル① 渕田秀雄会員 

 基本的な用語の説明をして頂き

ました。中でも会員が入会にいた

るまでの手続きについての話では

会員になるには大変厳しく、格式

高いものであることを感じまし

た。 

 

テーブル② 井手富浩会員 

「出席免除」「チャーターメンバー」について

説明をしていただきました。 

■出席免除 

一つ、またはいくつかのロータリー歴と会員の

年齢の合計が85年以上の場合に、出席規定の免

除を受けたい旨をクラブの幹事に通告し、理事

会が承認した場合（RC定款第９条第３節

（ｂ））、理事会が承認する条件と事情にに対

し正当かつ充分と認められる理由がある場合

（RC定款第９条第３節（a））、あるいは、Ｒ

Ｉ役員の場合（RC定款第９条第４節）は出席が

免除されます。   

■チャーターメンバー 

ロータリー・クラブの創立会員、すなわちＲＩ

加盟前に選ばれた会員。（人吉ＲＣチャーター

メンバーは21名） 

■スポンサー・クラブ 

 新クラブの結成に際して助力し、結成後もＲ



Ｉの一員として速やかに成長するよう指導す

る責任を引き受けたクラブ。新クラブの結成

に当たりガバナーに協力する特別代表の所属

クラブがスポンサー・クラブになるのが普通

である。 

 

テーブル③ 安達玄一会員 

「ポール・ハリス・フェロー」

「メークアップ」についての説

明がありました。 

 

■ポール・ハリス・フェロー 

 個人が、自ら、または、ある人

に敬意を表するため、あるいは記念するため

に米貨1,000ドルをロータリー財団に寄付する

と、本人または敬意を表された人はポール・

ハリス・フェローになる。 

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー  

 年次寄付または使途指定寄付、あるいはそ

の合計で1,000ドル以上寄付した人は、その後

1,000ドル寄付するごとにマルチプル・ポー

ル・ハリス・フェローになる。2,000ドルから

9.000ドルまで８段階ある。大口寄付者と異な

り、現金を寄付せず、認証ポイントを受け

取っても、現金と認証ポイントの総額でマル

チプル・ポール・ハリス・フェローになるこ

とができる。 

■メークアップ 

別のロータリー・クラブの例会か標準ロータ

リー・クラブの規定する他の会合に出席すれ

ば、自己の会員身分を守り、出席のクレジッ

トを受けることができる。別のロータリー・

クラブでメークアップした場合、訪問先のク

ラブ幹事から「訪問ロータリアン報告用紙」

にメークアップの旨記入され、所属クラブに

送付される。 

 

テーブル④ 立山茂会員 

「インターアクト」「ローター

アクト」について話しました。 

 

■インターアクト 

奉仕と国際理解に献身する若い

人のためにロータリー・クラブ

が提唱するクラブ。高校生の年齢層(14歳から

18歳)の学生が入会できる。 

■ローターアクト 

奉仕を志向する市民と指導者を育成するた

め、若年成人(18歳から30歳)を対象に、ロー

タリー・クラブが提唱するクラブ。 

 

テーブル⑤ 塚本哲也会員 

「地区協議会」「規定審議会」についての説

明を受けました。 

■地区協議会 

地区協議会の研修会合は、毎年、４月または

５月に実施することが望ましく、参加者は、

クラブ会長エレクトおよび次ロータリー年度

に指導的役割を果たすよう会長エレクトから

任命されたロータリー・クラブ会員とする。

この会合は、ＲＩ理事会が定めたクラブの効

果を高めるために必要な技能、知識および意

欲をもつクラブ指導者を育成する指導プログ

ラムおよび地域や地区の計画と目標を分かち

合う機会を提供するものである。 

■規定審議会 

規定審議会はＲＩ定款第10条とＲＩ細則第８

条に定めるように国際ロータリーの立法機関

である。審議会は、各地区のクラブ代表議員

が出席するもので、クラブ、地区大会、ＲＩ

ＢＩ審議会または大会、規定審議会、ＲＩ理

事会が提出した制定案と決議案を審議、決定

するために３年に１度開かれる。立法を採択

するに当たっての決定は、全クラブの再審議

を経て、発効する。  

 

テーブル⑥ 漆野智康会員 

「規定審議会」「ＲＩＢＩ」に

ついての説明を受けました。 

 

■ＲＩＢＩ 

グレート・ブリテン及びアイル

ラ ン ド 内 国 際 ロ ー タ リ ー 

(Rotary  International  in  Great  Britain 

and Ireland)(ＲＩＢＩ) 

グレート・ブリテン、アイルランド、チャン

ネル諸島及びマン島におけるロータリー・ク

ラブ連合会の呼称。 1914年５月４日、当時英

国の８つのクラブは自治的ロータリー組織

「イギリス・ロータリー・クラブ連合会」

British Association of Rotary Clubs(ＢＡ

ＲＣ)を結成した。1922年６月ロスアンゼルス

国際大会においてＲＩ定款・細則は大改正さ

れたが、それ以前の結成であるためＲＩの管

理上の地域単位と認められ、「グレート・ブ

リテン及びアイルランド内国際ロータリー」

Rotary International in Great Britain and 

Ireland(ＲＩＢＩ)と改称した。しかし、その

権限・目的・職務はＲＩによって承認された

定款、並びにＲＩの定款・細則に従うものと

されている。  

 

テーブル⑦ 馬場貞至会員 

「職業奉仕」についての説明を受けました。 

■職業奉仕 

ロータリーの第２奉仕部門。その目的には、



事業および専門職務の道徳的水準を高め、あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきであると

いう認識を深め、あらゆる職業に携わる中で

奉仕の理想を生かしていくことが含まれる。

クラブの役割としては、クラブ会員の手腕を

生かして、社会のニーズに応えられるような

プロジェクトを開発することが含まれる。ク

ラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿っ

て、自らと自分の職業を律し、併せてクラブ

が開発したプロジェクトに応えることであ

る。 

              宮原和広会長 

 皆さんいかがでしたでしょうか？途中見渡

しましたらどのテーブルも真剣な表情で話を

しておられました。２回目も大変有意義で

あったのではないかと思います。第３回目の

テーマは皆さんからのアンケートで決めたい

と思います。ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・宮原会長 第２回テーブルミーティングの 

 ご協力ありがとうございました。  1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード2/10 合計1,000 

  

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 
   ロータリー用語 略語  

 

 (Club Leadership Plan) 

クラブ・リーダーシップ・プラン  

 (Club Recognition Summary) 

使途推奨冠名基金  

 (District Designated Fund) 

地区財団活動資金  

 (District Governor) 

ガバナー（Ｇと表示する場合もある）  

 (Donation-in-Kind information Net-

work) 

地区リーダーシップ・プラン  

 (District Rotary Foundation Com-

mittee) 

地区ロータリー財団委員会  

 (District Simplified Grant) 

地区補助金  

 (Every Rotarian,Every Year) 

「毎年あなたも100ドルを」クラブ  

 (District Governor) 

ガバナー（ＤＧと表示する場合もある）  

 (Governors-Elect Training Semi-

nars) 

ガバナー・エレクト研修セミナー  

(Interactor) 

インターアクター  

 (Interact Clubs) 

インターアクト・クラブ  

都市連合一般討論会  

(Intercity Meeting) 

都市連合会  

 (Multiple Paul Harris Fellow) 

マルティプル・ポール・ハリス・フェロー  

 (Past District Governor) 

元ガバナー、パスト･ガバナー（ＰＧと表示す

る場合もある）  

 (Presidents－Elect Training Seminar) 

会長エレクト研修セミナー  

 (Permanent Fund) 

恒久基金  

(Past Governor) 

パスト･ガバナー、元地区ガバナー（ＰＤＧと

表示する場合もある）  

 (Paul Harris Fellow) 

ポール・ハリス・フェロー  

 (Paul Harris Society) 

ポール・ハリス・ソサエティー  

(Polio Plus) 

ポリオ･プラス  

 (Rotaractor) 

ローターアクターローターアクト･クラブ会員  

 (Rotaract Clubs) 

ローターアクト・クラブ  

(Rotary Club or Rotary Coordinator) 

ロータリー・クラブ  

ロータリー・コーディネーター  

 (Rotary Fellowship) 

ロータリー親睦活動  

(ROTARY INTERNATIONAL) 

国際ロータリー  

ロータリー財団地域コーディネーター  

 (Rotary Youth Leadership Awards) 

ロータリー青少年指導者養成プログラム  

 (Sergeant-at-Arms) 

会場監督  

 (The Rotary Foundation) 

ロータリー財団  

 (World Community Service) 

世界社会奉仕  

 (World Fund) 

国際財団活動資金  

 

                ロータリー情報委員会 
 


