
  
     宮原和広会長 
 

  先週の職場訪問例会に54名の

参加を戴きありがとうございま

した。職業奉仕委員会、ＳＡＡ

の皆さん大変お世話になりまし

た。大賀会員には例会場を提供

して戴きました上にお土産まで

戴き恐縮しております。本日は

３週間振りのホーム例会となり、我家に戻っ

てきた気分です。 

 今年の桜の開花は低温のため、例年より遅

かった気がします。咲いたと思ったら雨と強

風によりあっと言う間に散ってしまいまし

た。今週24日、人吉の気温が29.8度と全国４

位の最高気温を記録しました。今年の夏、電

力事情が気になるところですが、原発からの

エネルギー確保が問題になっている状況で節

電は避けられない状況です。東日本大震災が

もたらした災害は、１年経った今でもまだま

だ色々な所で影響を与えています。これも人

類に対する自然の報復ではないでしょう

か？。 

 本日、熊本ファミリー銀行人吉支店長、田

中様の入会式を執り行います。66名でスター

トした会員も４名の方が入会され、２名の方

が退会され、純増２名、本日で68名になりま

す。 

 ここで、会員増強を企業体に置き換えて考

えてみては如何でしょうか？というおもしろ
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い記事を見つけましたのでお話しします。 

 ロータリークラブが企業体だったとした

ら、貴方はロータリークラブをどのように経

営しますか？企業体の拡張に協力するのを断

るでしょうか？社員が単に出勤してくるだけ

で会社の仕事をしないのを許すでしょうか？

欠員があってもそのままにしておくでしょう

か？ 多分、そんなことはないでしょう。お

そらくたゆみなく努力し、発展に努めるで

しょう。地域社会中に『製品』を広報し、貴

方の企業体に新しいアイデアを持ち寄ってく

る才能豊かな人材を募り、現在の『従業員』

を満ち足りた生産性のある人材に保つでしょ

う。 

 しかし、最近の研究によると、多くのロー

タリークラブ指導者は、会員増強と退会防止

のこととなると、この事業上の判断力を生か

していません。1990年代には、既存ロータ

リークラブにおける会員減少と言う驚くべき

傾向が見受けられたときです。ロータリーの

全体的会員増強は既存クラブの成長発展より

は、新クラブの設立によるものだと言えま

す。要するに、既存クラブは、新会員の心を

とらえることにも、現会員を留めておくこと

にも失敗したと言うことです。今こそクラブ

指導者は会員増強を優先しなければなりませ

ん。増強はクラブの活力にとっても必須のも

のです。会員は、奉仕プロジェクト推考の熱

意、活力、実行力だけでなく新しいプロジェ

クト案をもたらします。そして貴方が発展を

推進することによって、より多くの人々が

ロータリーの温かい親睦を味わうとともに社

会に奉仕するという機会に恵まれるのです。 

 会員を増やそうとするなら、先ずクラブを

真剣に調べることから始めて下さい。どうす

れば、もっと「市場性のある製品」にするこ

とができるか考えてみて下さい。 

  ４月 雑 誌 月 間 

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

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
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多くの会員候補者にとって魅力あるクラブにす

るにはどうすればよいでしょうか。製品を改善

したら、どのようにして購入者にねらいをつけ

売り込みますか？確かにこの記事は、ロータ

リーを企業に置き換えて考えた場合、色々な問

題を見いだすことができる策ではないかと思い

ます。 

 今月、雑誌月間最後の例会日です。雑誌委員

会の鳥井委員長は、ロータリー雑誌を会員の皆

様に熟読して戴くために色々思索を考えて取り

組んで活動されています。私自身、熟読とまで

はいっていませんが頁を捲るところから始めて

います。会員の皆さん、読むことからロータ

リーの知識を深めて下さい。 

 

     馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①第2720地区岡村泰岳ガバナーエレクトより、 

 3/17～3/18会長エレクトセミナー、4/14地区 

 協議会参加のお礼状が届いています。 

②人吉市青少年育成市民会議笹山会長より、第 

 １回理事会開催のお知らせ  

  日 時；平成24年5月22日(火)19時～ 

  会 場；人吉市役所別館2Ｆ 202会議室 

③人吉市カルチャーパレス上村館長より、人間 

 国宝筝曲『六代山勢松韻』人吉公演5/25(金) 

 19時～ ポスター及びチラシ掲示の依頼 

【回覧】 

  八代RC・熊本水前寺公園RC・玉名RC週報 

  ハイライトよねやま146号 

【配布物】 人吉RC4月6日・4月13日例会会報 

   

  米山カウンセラー委嘱状伝達式 

     片岡啓一会員 
  

 人吉ロータリークラブは今

年５月から米山奨学生の世話

クラブとなります。 

 受け入れる奨学生ブ･チェ

ン･ゴク君（崇城大学）のカウ

ンセラー役を引き受けて頂き

ました片岡啓一会員へ、米山記念奨学会から

『カウンセラー委嘱状』が届きましたので山賀

会長エレクトが伝達を行いました。 

 

  ～ 入 会 式 ～ 

      田中信也会員 
 
新会員紹介   紹介者(推薦人)堤 正博会員 

 名 前  田中信也 （49歳） 

 出身地  熊本市 

 趣 味  ゴルフ 

 入行歴 昭和61年肥後相互銀行入行 

     平成17年総合企画部 

平成19年本店営業部部長代理 

〃 21年水俣支店長 

〃 23年監査役室長 

〃 24年人吉支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
バッヂの贈呈 
 
歓迎の言葉          宮原和広会長    

 田中会員ご入会おめでとうございます。会員

一同心より歓迎致します。人吉ロータリークラ

ブ細則第11条により諸手続きを終え、理事会で

承認されました。そして、高山ロータリー情報

委員長より４月24日にロータリーについてのオ

リエンテーションを受けられましたので会員と

しての心得も出来られたと思います。１日も早

くクラブに溶け込んで頂きますことを希望しま

す。本日は誠におめでとうございます。 
 
ロータリー情報委員会   浦田繁喜副委員長 

 田中信也さんご入会おめでとうございます。

ロータリー情報委員会では人吉ロータリークラ

ブ細則第11条第7節により、新入会員がクラブ

に溶け込めるように援助する会員を1名指名す

ることになっております。人吉ロータリークラ

ブでは慣例になっておりますが、推薦者の方が

援助する会員になって頂いております。田中信

也会員の推薦人であります堤正博会員にお願い

致したいと思います。御協力の程、宜しくお願

い申し上げます。 
 
所属委員会の発表       馴田信治幹事 

 田中信也さんご入会おめでとうございます。

田中会員の所属委員会は、クラブ運営委員会は

「ニコニコ箱」、奉仕プロジェクト委員会は

「地域発展委員会」に所属して頂くことに決定

しました。委員長さん宜しくお願いします。以

上ご報告します。 
 
入会者挨拶          田中信也会員 

 堤正博様から御紹介いただき

ました、熊本ファミリー銀行の

田中でございます。人吉ロータ

リークラブへの入会を御承認い

ただき、大変光栄に思っており

ます。私、ロータリーの活動経

験が全くありませんが、皆様方の御指導を頂き

ながら奉仕の精神を学んでいきたいと思ってお

りますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 



  岩井和彦委員長 
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    RID2720地区 2012-2013年度  

      地区協議会報告 
 
 協議会全般（全体会議・基調講演） 

          山賀勝彦会長エレクト 

 ４月14日(土)別府大学大分キャンパスで開

催されました地区協議会に、中川貴夫会員・

中島博之会員・和田栄司会員３名の地区委員

を含む総勢15名で研修を受けて参りました。    

 私は、前日13日と当日の全体会議と私の会

長部門だけを報告させて頂きます。 

 この地区協議会セミナーの目的は次年度の

クラブ役員のための研修会であり、次期ガバ

ナーが国際協議会でＲＩ新会長の一年間の方

針と運営方針を、2720地区の全会員に指示さ

れるものです。地区大会が親睦を中心にした

『お祭り』の要素が強いのに対し、地区協議

会は全く性格を異にした『勉強会』であるそ

うです。そういう事で私がＰＥＴＳに於いて

次期クラブ会長としての研修を受けただけで

はクラブにとって不安であるので、私をサ

ポートするために出席して頂いたものと思っ

ています。出席された皆様には大変お疲れ様

でした。一年間の御指導・ご鞭撻をお願い申

し上げます。 

 14日の研修日に対し、私どもは前日13日

（金）の午後２時30分に武末歯科医院横のあ

ゆの里駐車場を定刻に出発しましたが、地区

＊届け出欠席  

 北・片岡忠・延岡・小林清・木村・齋藤・石原 

 漆野・岩本泰・尾上・青木・大賀 
＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

 地区大会前日セミナー；宮原･中川  

 地区大会：赤池･有馬･浅野･有村･渕田･葉山･平田 

      井手･伊久美･板井･岩井･片岡啓        

本日の出席率 

会  員  数   67名   79.69% 

出 席 免 除 4名 3 / 16例会出席率  73.85％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 95.38％ 

委員会 委員長 副委員長 委   員 

ク ラ ブ 運 営 渡辺洋文 井手富浩  

Ｒ 情 報 浦田繁喜 中川貴夫 
和田栄司 片岡啓一

宮山 惇 

親 睦 漆野智康 有馬宏昭 
本田 節 永尾禎規

川越公弘 塚本哲也 

地 域 発 展 川越公弘 大久保勝人 

鳥井正徳 葉山稔洋

尾方芳樹 鳥越博治

原田知一郎 

ﾍ ﾙ ｽ ｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾄ 小林清市 外山博之 

堤  脩 友永和宏

増田 力 木村正美

岡啓嗣郎 

新 世 代 戸高克彦 馴田信治 
岩井和彦 平田フク

馬場貞至 山本瑤子 

ﾛ ｰ ﾀ ー ｱ ｸ ﾄ 安達玄一 青木一幸 

武末憲一 渕田秀雄

永尾禎規 山田仁法

石原秀雄 

国 際 奉 仕 有村隆徳 村山能史 
北昌二郎 漆野智康

有馬宏昭 延岡研一 

米 山 奨 学 片岡啓一 宮山 惇 
中島博之 伊久美寛志 

宮原和広 

ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ 財 団 和田栄司 高山征治 愛甲 康 赤池利光 

監 査 赤池利光 田中信也  

Ｓ Ａ Ａ 鳥井正徳 北昌二郎 
中村太郎 渕田秀雄

石原弘章 

プ ロ グ ラ ム 平田フク 岩本光義 安達玄一 板井英朗 

ニ コ ニ コ 延岡研一 齊藤日早子 
岩井和彦 小林祐介

片岡忠雄 

出 席 馬場貞至 鳥越博治 戸高克彦 村山能史

会 員 組 織 増 強 尾方芳樹 伊久美寛志 
石蔵美佐子 高山征治

大久保勝人  

職 業 分 類  堤 正博 釜田元嘉 
友永和宏 山口令二

木村正美 赤池利光 

会 員 選 考 武末憲一 岩本泰典 

宮原和広 小林清市

岡啓嗣郎 堤 脩 

外山博之 

ク ラ ブ 広 報 葉山稔洋 原田知一郎 
水野虎彦 増田 力

有村隆徳 愛甲 康 

雑 誌 立山 茂 中島博之 
青木一幸 大賀睦朗

田中信也 

ク ラ ブ 会 報 尾上暢浩 山田仁法 
牛島スミ子 山本瑤子 

馴田信治 

社 会 奉 仕 本田 節 大賀睦朗 
釜田元嘉 堤 正博

岩本泰典 小林祐介

環 境 保 全 塚本哲也 片岡忠雄 
岩本光義 中川貴夫

立山 茂 山口令二

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 山賀勝彦  浅野 強  

職 業 奉 仕 水野虎彦 板井英朗 

丸尾 孜 浦田繁喜

石蔵美佐子 齊藤日早子 

田中信也 



大会や地区協議会にはハプニングが付き物

で、15人定員のバスに対し13人乗車と云う事

で、これでは大分までの長時間窮屈と云うこ

とになり、急遽29人乗りに乗り換えまして、

30分遅れで出発をしました。座席に余裕が出

来たので、出発後より早速、缶ビール・焼酎

を傾けながら一路順調に大分に走りだしまし

た。往復の運転をして頂いた葉山会員には大

変お世話になりました。当初、今回の地区協

議会往復の運転を葉山会員が担当であると聞

いた時は、どうかこの二日間、葉山さんに職

業奉仕が入らないようにと祈っていました

が、お陰様でなかったようです。大分自動車

道に入ってからも順調に進んでいましたが、

湯布院を過ぎたあたりから、日出（ひじ）

ジャンクション・別府手前まで濃霧となり、

前方の視界が利かず、道路両側のランプとセ

ンターラインが頼りの走行となりました。 

さすが、このような状態でも、葉山ドライ

バーは冷静沈着にハンドルを操作し、我々を

待望の夜のフグ料理が待つ大分に連れて行っ

てくれました。早朝例会で早起きの状態での

４時間のドライブは、大変だった事と思いま

す。 

 夜の宴席には、地区研修委員で中川会員と

親しくされている今回の地区協議会ホストク

ラブ会長でもある大分中央ＲＣの赤川会長が

差し入れを持って駆けつけていただき、二次

会まで賑わいました。 

 翌日、今年の地区協議会参加者は800名との

事で、会場の別府大学大分キャンパス文化

ホールは補助席がセットされる程でした。10

時からの『岡村泰岳ガバナーエレクト』の点

鍾の後、来賓者及び参加クラブ紹介などから

始まりました。 

 まず、『本田光曠ガバナー』の挨拶があり

ましたが、ガバナーとしての任務もあと三カ

月を残すのみとなったと云う安堵感からか、

リラックスした表情での挨拶でした。挨拶の

主旨は、本田年度一年間の重点事項を語られ

ました。ＲＩ長期戦略計画の中核となるリー

ダーシップでは、クラブ研修リーダーの育

成・例会充実の為のロータリアン卓話者集団

づくりやブライダル推進など、クラブ活性化

をもたらし、会員の元気につながる戦略計画

に基づいたクラブづくりを目指しました。こ

のことは、将来必ずや地域社会の為になり、

それがクラブ会員増強につながっていくだろ

う。というものでした。次に、岡村泰岳ガバ

ナーエレクトによる『次年度RIテーマと運営

方針について』というタイトルで挨拶と基調

講演がありました。 

 まず、12ヶ月後に達成感を持つ事が出来る

ように一年間ベストを尽くして下さい。と云

う檄から始まりました。今回は出席者全員に

４GBのUSBを１本ずつ配布され、この中には

2000以上のデーターが入力されているので何

か疑問が生じたらこのUSBからアウトプットす

るようにと、次年度はペーパー資料よりビ

ジュアルに訴えての講演などを進めていく方

針であるとのことでした。 

 まず、田中作次ＲＩ会長エレクトが発表さ

れた2012～2013年度のＲＩテーマは、 

『奉仕を通じて平和を（peace through ser-

vice）』です。 

『平和』とは、幸福感や心の平穏、静けさで

あるとも云えますが、『平和』が何を意味し

ているのかは人によって違うので、自分に

とって[平和]が意味すること、それがまさに

平和である。また、広島・ベルリン・ホノル

ルで開かれる３回のロータリー世界フォーラ

ムの推進に協力して下さい、特に広島には優

先して出席して頂きたいと訴えられました。 

また、この一年間はロータリー財団の未来の

夢計画の補助金申請の始まる年であり、世界

平和会議が広島で開催され、地区大会、世界

平和フォーラム、全国ローターアクト研修

会、九州四国地区インターアクト委員長会

議、RI戦略計画の実行、東日本大震災復興等

の支援活動、そして全クラブ参加のRYLAセミ

ナー等とイベントが盛り沢山である。また、

地区目標として、色んな具体的な方策を掲げ

られました。 

 午前中の最後に、前岡志郎パストガバナー

による『ロータリーの歴史（世界・地区）パ

ストガバナーと定款及び細則について』の講

演がありました。2720地区の歴史、『国際

ロータリーの幕開けと日本』・『南九州４県

ロータリークラブ発足の由来』などについて

でした。 

 これで、午前中の部が終了し、昼食後は、

2700地区（福岡）の廣畑富雄パストガバナー

の講演がありました。この方は、九州大学医

学部・ハーバード大学院卒で、癌の専門医だ

そうです。NHKの『ためして合点』という人気

番組で『がん予防と食生活』に出演をされた

事もあるそうです。講演の内容は、御自身の

著書である『ロータリーの心と原点・サブタ

イトルとして基本に返ろう』と云うテーマで

したが、81歳のご高齢でありながら、ご自身

でノートパソコンを操作し、パワーポイント

を使っての講演でした。ポール・ハリスの考

えに深く共鳴し、ロータリーの原点を大切に

思っておられる方だなーと感じました。 

近年残念ながら、ロータリーは多くの問題を

抱えるようになった。出席率の低下。会員数



の減少など。こう云う時こそ『ロータリーの

基本に返ろう』という精神を大事にしなくて

はいけない。 

 ロータリーは慈善団体ではありません。発

展途上国の援助が目的の団体でもありませ

ん。金集め、人集めが目的の団体でもありま

せん。 

 ロータリーの本質には素晴らしい魅力があ

る。それを原点に戻って確かめ、再発見して

下さい。ポール・ハリスが目指したものは、

ロータリーは知人の集まりではなく、友人の

集まりである。お互いにロータリアンである

限り、会員間の友情をぜひ大切にしたいもの

であります。ロータリーは暖かい友情が基本

であります。等々、ロータリーの本質を強調

されました。 

 最後に『ロータリー五得』を紹介されまし

た。趣味が囲碁と云う事で、大学時代には学

生チャンピオンにもなっています。囲碁の世

界には『囲碁五得』と云うものがあるそうで

すが、これはロータリクラブにも当てはまる

と、話されました。 

①得好友（良き友・良き友人を得る事が出来る） 

②得人和（ロータリーの寛容の精神のもと、人と 

      相和する事が出来る） 

③得教訓（例会を通じていろいろな教訓を得る） 

④得心悟（例会を通じ、心に悟りを得る） 

⑤得天寿（天寿・長寿を得る） 

 会員の減少が大きな問題となっているが、

退会者を少なくし、会員を増やすためには、

ロータリーの魅力の再発見が必要であり、そ

の魅力が、この『ロータリー五得』に込めら

れています。と、結ばれました。 

 これで全体会議が終了し、このあと、部門

別に分かれての研修になりました。 

 私の会長部門では、３月に受講した会長エ

レクト研修と同じ内容なので、本日の研修は

特別ありませんと云う事で、質疑応答だけで

終了としますと云う事で終わりました。 

 地区協議会も終わりまして、次年度がいよ

いよ始動しました。７月からの一年間、皆様

のご協力・ご支援・御指導のほどをお願いし

まして、地区協議会の報告を終わります。あ

りがとうございました。 

 

     米山記念奨学委員会報告   

 米山カウンセラー・次年度米山記念奨学委員長 

                片岡啓一 

 会長からお話がありましたとおり、次年度

の事業として、米山記念奨学生の世話クラブ

の依頼が地区の委員会からあり、理事会の決

定で人吉クラブが世話クラブを受けることに

なりました。人吉クラブとしては初めての事

業となり、実際の活動内容が、今のところ皆

目分からない状況です。そもそもの発端は、

皆さんご存知のとおり、昨年11月に委員会事

業として行った「米山記念奨学生招待事業」

で中国の奨学生に卓話をもらった例会の席

で、某パスト会長からの質問で、「人吉クラ

ブは、奨学生の世話クラブになれないので

しょうか」との質問がありました。その時の

人吉クラブの熱い心意気と熱意をくみ取られ

て、人吉クラブに世話クラブをやってもらお

うということになったものと思います。そし

て、理事会の承認を受け、奨学生のためのカ

ウンセラーを私が指名をされ、次年度も引き

続き米山記念奨学委員会の委員長を仰せつか

りました。 

  地区協議会に参加してまいりましたが、分

科会では、いかにして米山の寄付金を増やす

かのテーマで、分科会がありましたが、世話

クラブのことについては何も話がありません

でしたので、まだよくわかりませんが、幸

い、中島分区代理が次年度地区の米山記念奨

学委員会の副委員長として出向されますの

で、いろいろご協力いただきながら、活動し

ていきたいと思っております。 

 ５月には、カウンセラーと奨学生のための

オリエンテーションが開催されますので、学

生とも会い、具体的な活動が見えてくるもの

と思います。世話をする学生のプロフィール

だけはFAXされてきておりますので、簡単にご

紹介いたします。人吉クラブで世話をする学

生は、ベトナムのハノイ出身のブ･チェン･ゴ

ク君と言います。24才で、崇城大学の情報学

部、情報科の４年生です。この記念奨学金を

受けるための試験時に提出した大学の指導教

員の推薦状や本人が書いた小論文もFAXされて

きていますが、次の機会に皆さんにもお伝え

したいと思います。奨学生は、毎月１回世話

クラブの例会に出席しなくてはいけません。

そしてその機会に、奨学金を一カ月分ずつ例

会の席で支給するシステムになっています。

そのほか、クラブの行事に時間の許す限り招

待をしたいと思います。世話クラブとカウン

セラーの役割は、「奨学生に単に奨学金を支

給するだけでなく、人生経験豊かなロータリ

アンとふれあい、世話クラブ全体での交流を

通じて、ロータリー精神を学び、その活動や

日本人の心に触れる機会を与え、将来日本と

学生の国との架け橋となれる立派な存在に

育ってくれるよう期待し見守っていくこと」

だと言えます。しかしながら、言葉や習慣も

違う国からきている24歳の若者です。日本で

の生活のなかで、いろいろな心配や悩みもあ

ることと思います。そんな彼を支え励ますこ



とが世話クラブの役目でもあると思います。

人吉クラブの会員みなさんが日本のお父さん

お母さんになってもらい、親子のように温か

く接してもらうことが、世話クラブとして一

番だと思いますので、どうぞ１年間よろしく

お願いいたします。 

 

      管理運営部会報告 

          渡辺洋文会長ノミニー 

 管理運営部会に渡辺・平田・漆野の三人で

参加してきましたのでご報告いたします。そ

れぞれのクラブの様々な奉仕活動をクラブ会

員で評価し（すなわち自分のクラブをみつめ

なおし）そして、クラブが活性化するような

新しい奉仕活動を長期計画のもと策定し、世

界平和に貢献することが、ＲＩ会長テーマに

沿った戦略計画ではないかと考えています。

次年度は、各クラブに「戦略計画委員会」を

置いて頂き、効果的、行動的なクラブ運営を

目指して頂きたいと考えています、と言うの

が地区の管理運営部門の方針です。 

メインの議題としては、地区の管理運営部門

の中の戦略計画委員会に関する事でした。 

各クラブに戦略計画委員会を設置して欲しい

と言う事。 

 ＲＩの戦略計画、３つの優先事項；①クラ

ブのサポートと強化②人道的奉仕の重点化と

増加③公共イメージと知度の向上。 

 ５つの中核的価値観 ①奉仕②親睦③多様

性④高潔性⑤リーダーシップ、をもとに中・

長期計画の策定と計画の見直しを行う。 

 要するに、自分のクラブを見つめ直し、よ

く知ると言う事、役割を終えたあるいは時代

にそぐわない委員会や事業は廃止し、新しい

委員会を作ったり、時代に合った事業を中・

長期的な戦略として計画していく、すなわち

「選択と集中」が大事だということ。 

 戦略計画委員会は理事会で兼務出来るので

はと言う意見もありましたが、あくまでも理

事会と戦略計画委員会は目的が違うので、理

事会メンバーでもかまわないですが、別の組

織あるいは委員会として活動して欲しいとい

う事でした、個人的な意見ですが、まずは現

会長・エレクト・ノミニーが定期的に話し合

いをして、価値観や戦略の意志統一をしてい

くのが先決かなと思いました。 

 あくまでもこれは、組織の活性化が目的だ

と思います、「組織が活性化するのは、その

組織に所属して、活動するのが楽しいときで

す。」部会の中でも、楽しく活動して下さい

と言っておられました。 

 今のロータリーは確かにマンネリ化してい

る、ダーウィンの「種の起源」の中に「強い

者が生き残るのではない、賢いものが生き残

るのでもない、唯一生き残るのは、変化する

ものである」と言う一節がありますが、ロー

タリーも変化しないと生き残れないかもしれ

ませんね。 

 

 新世代奉仕・青少年スポーツ育成部会、  

 ローターアクト・ライラ部会、 

 インターアクト部会 報告 

       次年度ローターアクト委員長 

                安達玄一 

 私が参加しました３つの部会は同じ教室で

行われ、最後にそれぞれの部会報告が行われ

ました。  

 アクト部会は、リーダーが熊本城東クラブ

の開克行会員で、元アクト出身で現状を良く

理解された会員でした。 

 アクトの現状は、アクト提唱クラブ17クラ

ブの中で10名以上の会員がいるクラブは４ク

ラブしかなく、会員の減少が続いている事が

一番の問題ということでした。 

 あるクラブでは法人会費18000円を負担し、

アクト会員の会費がゼロでも減少が続くし、

全体的にクラブのアクト予算が少ないクラブ

が多かったみたいです．ではどうしたらいい

のかという話に入りましたが・・・。あるク

ラブはインターアクトを卒業したら直ぐに会

員になってもらう例。会員同士での結婚が数

組あった話もありました。現在アクトを新設

する場合は15名いないと設立できませんので

３クラブ合同で提唱しようという話や玉名Ｒ

Ｃは来季に向けて設立準備委員会が出来たそ

うで各クラブの現況を詳しく聞いておられま

した。では何故減少するのか、アクトは楽し

いのか、楽しくないから減少するのではない

か、アクト委員長のやる気が見えない場合や

ロータリー会員の関わりが少ない場合に減少

しているのではないかという意見もありまし

た。 

 各部会のリーダー報告の後、アドバイザー

の壽崎ＰＧから講評がありました。結論は、

それぞれの活動に魅力があるかないかに尽き

る。奉仕とは簡単に言うと相手の喜ぶ事をし

てあげること・・・。新世代への奉仕、それ

が何か・・・本音で若者と付き合い我々の経

験や体験を教えてあげる。みなさん頑張って

くださいと伝えられました。 

 

    ロータリー財団部会報告 

       次年度ロータリー財団委員長 

                和田栄司 

 ロータリー財団分科会、では従来通り未来

の夢計画についての話が中心でした。補助金



のシステムについては何度か話をしましたの

で省略いたしますして、財団の2012年～2013

年の活動目標計画案を、話したいと思いま

す。 

未来の夢計画準備委員長 前田委員長レジメ 

 Ｒ財団のプログラムが大きく変更になり、

新しい制度である未来の夢計画がいよいよ

2013年～2014年度にスタートします。新制度

移行の前年度は非常に重要な年度と認識して

います。そこで次の３つを焦点に活動をしま

す。 

①新制度「未来の夢計画」を理解する。 

 具体的な取り組み 

ａ）パイロット地区としてすでにスタートし 

 ている日本の６つの地区の中から活動の盛 

 んな地区へ視察を行う。 

ｂ）未来の嫁計画準備委員会の委員による勉 

 強会の実施。 

②未来の夢計画を地区の会員の方に理解して 

 もらう。 

 具体的な取り組み 

ａ）会員への説明しやすいツール等の作成。 

ｂ）第2720地区の会員に対して、セミナーの 

  実施 

③赤山年度への提案と協力。 

 具体的な取り組み 

ａ）2013年～2014年度の有効な（実態に合った） 

  組織体制の提案 

ｂ）新地区補助金やグローバル補助金等のわ 

  かりやすい活用方法の提示。 

 

    奉仕プロジェクト部会報告 

          次年度社会奉仕委員長 

                水野虎彦 

 この部門別協議会は社会奉仕も合同で地区

社会奉仕委員会委員長の瑞木一博氏（別府東

RC）、地区職業奉仕委員会委員長の吉村圭四

郎氏（熊本RC）の両リーダー及びアドバイ

ザーとして、緒方基一パストガバナー（八代

RC）の３名で会議を進行されました。まず３

名の方々より挨拶があり、緒方パストガバ

ナーは御歳92歳、52年間例会無欠席だそうで

す。ご自分で「この席に座っておっても、あ

まり役に立たないかもしれないが、役に立つ

こともあるかもしれない」と謙遜された挨拶

をされました。 

 吉村社会奉仕部門長からは、10月の職業奉

仕月間に向けて、地区として職業奉仕セミ

ナーをどうするか意見を聞きたいとされまし

たが、ついに参加者からの要望などは出ませ

んでした。瑞木委員長からは、ガバナー月

信・ロータリーの友への投稿が少ないので角

クラブで活動があれば公にしてほしい。効果

的なプロジェクトとは？資金の集め方として

効果的な方法は？と問いかけられ、各クラブ

から活動の報告を発表する形で会議は進行致

しました。 

 発表を促され、なかなかマイクを持つ人が

ありませんでしたので、不肖私が今年度行い

ました球磨人吉観光カレンダー事業の報告を

致しましたら、次々に発表が沸きました。以

下各クラブの報告です。 

別府北ＲＣ 地区の補助・ＲＩの補助金など 

      を活用する（少々手続きが面倒） 

阿蘇ＲＣ  地区資金を活用し、ソーラー時 

      計を設置した。 

菊池ＲＣ  職場訪問がクラブ内では限界が 

      きている。2720地区の中での広 

      範囲に渡り行えたら良い。 

熊本南ＲＣ 我がクラブには入会４年未満の 

      会員が約50％。職業奉仕の活動 

      として若手経営者勉強会を実施 

      Ｒ暦30年以上の会員と本音で語 

      る若手経営者の会を結成した。 

別府中央ＲＣ 環境問題にもみじ植林を行った。 

      資金源はニコニコBOX。 

大分ｷｬﾋﾟﾀﾙＲＣ ３年前から中学生への職業紹介 

     「13歳のハローワーク」を実施。 

      好評でニーズが多く対応が間に 

      合わない。どこかのクラブと合 

      同でやれないか？ 

 以上、抜粋ですが、活発な発表がなされま

した。中には資金調達方法がわからないとい

うクラブもありましたが、大変参考になった

かと思います。私も「13歳のハローワーク」

は印象に残りました。職業奉仕委員会として

だけでなく、新世代委員会と合同のプロジェ

クトとしても実施できそうに思いました。 

 

【雑誌委員会】     
  
ロータリーの友４月号の紹介 

       鳥井正徳委員長 

 ４月はロータリーの雑誌月間

でもありましたので、ロータ

リーの雑誌についての記事が目

立ちました。 

 まず、横組みの６～７頁をご覧ください。

世界の30地域で発行されている雑誌が紹介さ

れています。各に表紙にもお国柄が見られま

す。この中で日本のロータリーの友の発行部

数はインドの「ロータリーニュース」と並ん

で多く、頁数も多いようです。月刊と隔月発

行は半々のようです。ロータリーの雑誌の歴

史については、先輩会員は御存じと思います

が、８～11頁に紹介されています。要点を４

つほど上げてみますと、 



１．この雑誌の前身であるThe National Ro-

tarian が発行されたのは、1914年1月とあり

ますから、今から約 100年前のようです。

(1914年は日清戦争の始まり） 

２．最初の地域雑誌は、1915年イギリスのア

イルランド、1920年にはオーストリアで刊行

されていますが、第２次世界大戦で休刊が続

き、戦後復刊されています。 

３．日本のロータリーの友は、戦後1953年１

月（59年前）初めて創刊されていますが、戦

後ＲＩに復帰し、クラブ数も増えていき、２

地区に分割されることになり、「日本全国の

ロータリアンやロータリークラブを１つに結

ぶものを」ということで「ロータリーの友」

となったそうです。ロータリーの友は日本の

ロータリアンの絆として誕生したとありま

す。このロータリーの友はＲＩから地域雑誌

として正式に承認されたのは1980年７月から

で32年前だそうです。 

４．横組みは、ロータリーの公式的な記事を

中心に構成され、縦組みは国内のロータリア

ンが情報を共有したり意見交換ができる場の

提供を目指しているとありました。 

 14～17頁には東日本大震災を受けての多岐

にわたる活動が報告されています。ロータ

リーの友が目指す絆が実践されているように

思います。 

 22～29頁には飢餓に苦しむアフリカケニア

の様子と、その支援にあたるロータリアンの

活動の様子が載っています。１頁の会長メッ

セージにもありますが、今後長期的に取り組

むロータリアンの重要な課題になるような気

がします。 

 30～31頁にはＲＩが取り組むポリオ撲滅運

動の大きな成果でしょうか、ポリオ発生常在

国のインドで、まる１年間感染が報告されて

いないとあります。大変喜ぶべきことだと思

います。 

 縦組みの方では、22～32頁にロータリー

アットワークの30例が掲載されています。各

地のロータリークラブが地域や団体と協力

し、多岐にわたる活動がなされていることが

わかります。 

 ２～５頁、東海旅客鉄道相談役の須田寛さ

んの「観光とりニア中央新幹線」の記事が

載っています。これからの国づくり、地域づ

くりをもたらす大きなプロジェクトが進行し

つつあることがわかります。 

以上で終わります。アンケートの方、よろし

くお願い致します。 
 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長 
・大賀会員 先週の職場訪問例会には大変お 

 世話になりました。しっかりＰＲもさせて 
 いただき、今後会員の申し込みも大幅に増 
 えるものと期待しております。また、貴重 
 な時間の中でｽｲﾐﾝｸﾞを引き継ぎます息子の 
 紹介と併せて息子の卒業の報告もさせてい 
 ただきました。有難うございました。10000 
・安達会員 先週の職場訪問では大賀会員に 
 は大変お世話になりありがとうございまし 
 た。いい勉強になりました。ロータリー水 
 泳同好会が出来ることを祈念します。2,000 
・中川会員 片岡パスト会長、米山カウンセ 
 ラーめでとうございます。熊本ファミリー 
 銀行田中支店長、入会いただきありがとう 
 ございました。宮原会長、会長の時間に会 
 員増強の卓話をして戴き、ありがとうござ 
 いました。会員増強、地区10％ＵＰです。 
 宜しくお願いいたします。     2,000 
・宮原会長 田中会員入会おめでとうござ 
 います。早くクラブに馴染んでください。 
                  1,000 
・堤正博会員 田中信也ファミリー銀行新支 
 店長が本日より入会されます。宜しくお願 
 いします。            2,000 
・片岡啓一会員 新入会員田中さん入会おめ 
 でとうございます。米山奨学生のカウンセ 
 ラー委嘱状をいただきました。   2,000 
・山賀会員（ごめんねカード）地区協議会の 
 報告が長くなりプログラムに御迷惑をかけ 
 ました。             2,000 
・鳥井会員 田中信也様、御入会おめでとう 
 ございます。宜しくお願い致します。2,000 
・伊久美会員 熊本ファミリー銀行田中人吉 
 支店長、入会を歓迎致します。   2,000 
・井手会員 田中支店長ご入会おめでとうご 
 ざいます。ロータリー活動もまた宜しくお 
 願い致します。          2,000 
・大久保会員 田中熊本ファミリー銀行支店 
 長御入会おめでとうございます。よろしく 
 お願いいたします。        2,000 
・和田会員 田中支店長入会おめでとうござ 
 います。宜しくお願い致します。  2,000 
・田中会員 本日から入会致します。宜しく 
 お願い致します。         3,000 
・岩本泰典会員 わたしのとなりで「君が 
 代」を歌っていた武末君の「いわおとなり 
 て」の部分が「いわもとなりて」に聴こえ 
 ました。歯の噛み合わせが悪いのでしょう 
 か。               1,000 
・原田会員 田中支店長の入会を歓迎致しま 
 す。おめでとうございます。所用にて早退 
 します。             1,000 
・堤脩会員 早退します。      1,000 
・宮山会員 早退します。      1,000 
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     点 鐘  宮原和広会長 


