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    渡辺洋文会長 

 

 猛暑が続いていますが、熱

中症にはくれぐれもご注意下

さい。 

 本年度の目的が「変化」と

言う事で、何でもかんでも変

えればいいと思っていると誤

解されると困りますので、ご説明させて頂き

ます。 

 先週、武末会員から、「ロータリーは変え

ちゃいかんとよ！」と冗談交じりに言われた

んですが、確かに変えてはいけない所が沢山

あると思います。人間も含めて生物は何十万

年何百万年の時を重ねて、ＤＮＡを微妙に変

化させながら今日まで生き延びてきているわ

けですが、過去に蓄積されたＤＮＡが無かっ

たら病気になってすぐ死んでしまいます。 

人吉ロータリーに蓄積されたＤＮＡを大事に

しつつ、ちょっとずつ変化していく、その

ちょっとが将来致命傷にならないとも限らな

いと言う危機感を持つべきなのかなと思いま

す。 

 無駄をなくす事についてですが、必要な無

駄もあると言うご意見もありますが、無駄と

解っていてもやらなければいけない事がある

のも確かです。でもそんなに多くないと思い

ます。問題なのは、無駄と解っていない無駄

が沢山あると言う事です、当たり前と思って

いる事の中にも意外と無駄が沢山潜んでいま

す。 

 死を考える事は､生を考える事と言います

が、変化を考える事は、変化してはいけない

事を再認識することであり､無駄を考える事

は､本当に必要な事を再認識する事だと言う事

をご理解頂きたいと思います。 

 ８月１日より韓国より１２名の青少年が、

やってきます。この青少年交流事業は国際奉

仕委員会の事業ではなく､人吉ロータリーの事

業ですので、全員参加で日本人のおもてなし

の心を伝えて欲しいと思いますのでよろしく

御願いします。と言う事で本日の会長の時間

を終わります。 

 

   

   井手富浩幹事 
 

【連絡事項】 

①韓国慶山ＲＣより青少年交流事業の訪問ス 

 ケジュール（8/1～8/4）が届きました。 

 （配布）青少年12名、引率会員･夫人･通訳   

 計９名、の合計21名が来人されます。 

通  算  2 7 5 9回 

2 0 1 3 年 7月 1 9日 

第  3  回  例  会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 水野虎彦委員長 

             第１回 クラブ協議会  後半 



 ホームステイ受入や各イベント等、会員の皆 

 様のご協力が必要です、宜しく御願い致しま 

 す。  

②台湾、台北稲江RCより新年度の御挨拶が届 

 いております。→掲示    

③荒尾RCより新年度の御挨拶が届いておりま 

 す。→掲示 

 本日、荒尾RCより35周年式典の御案内に清 

 田実行委員長と片山様名が来訪されており 

 ます。すでに、式典出席の登録受付を始めて 

 おりますので、多くの皆様の登録を御願い致 

 します。     

④人吉市青少年育成市民会議より青色回転灯を 

 使った青少年健全育成の為の防犯パトロール 

 の実施日程が届いております。 

 環境補導部会 新世代渕田副委員長へ  

【回覧物】     

  熊本水前寺公園ＲＣ週報 

  玉名中央ＲＣ週報 

  ハイライトよねやま160号   

【配布物】     

韓国慶山ＲＣ訪問スケジュール（8/1～8/4） 

【例会変更・取止め】    

①熊本北RC･熊本江南RC・宇土RCより例会変更 

 の案内が届いております→掲示  

②熊本西南RC、熊本西RC、熊本中央RC、 

 熊本城南RC、熊本東RC、熊本東南RC、 

 熊本北RC、熊本グリーンRCより 

 定款第6条第1節による例会取り止めの案内が 

 届いております→掲示    

 

【来訪者挨拶】  

            摂津隆祐ガバナー補佐 

 熊本第６グループガバナー補

佐の摂津と申します。 職業分類

は機械工業、ロータリー歴は２

３年でございます。ちょうど人

吉ＲＣ堤正博会長年度時の16年

前に、私も水俣ＲＣの会長を務

めさせて頂きました。 

 さて、ガバナー補佐の主な役割についてお話

をさせて頂きます。ガバナー補佐は、ロータ

リークラブの運営についてガバナーを援助する

役割になっています。 

効果的なロータリー・クラブの特徴は、 

・ 会員基盤を維持、増強する 

・地元および海外の地域社会のニーズに取り 

 組む成果あふれる奉仕プロジェクトを実施す 

 る 

・プログラムへの参加と財政面での貢献を通 

 じてロータリー財団を支援する 

・クラブのレベルを超えてロータリーで奉仕で 

 きる指導者を育成する 

 となっております。 

 人吉ＲＣでは中川地区会員増強拡大部門長や

中島ポリオプラス委員長をはじめ、優秀な会員

さんを地区に輩出されておられます。 

 私としては逆に、一年間人吉ＲＣに学ばせて

頂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。 

 

  荒尾ＲＣ創立35周年記念事業ご案内 

 

   

 清田裕幸実行委員長 

 片山栄造委員 

 

 

 この度荒尾ＲＣは創立35周年を迎えることと

なりました。これも偏に皆様方の温かい友情と

ご支援の賜物と会員一同感謝申し上げます。 

 お忙しい中と存じますが、記念式典、記念懇

親会にぜひご参加下さいます様宜しくお願い申

し上げます。 

   日時；2013年９月７日（土） 

      記念式典16:00～ 

      記念講演17:00～ 

      祝賀会 18:30～20:30 

   場所；ホテルヴェルデ 荒尾市 

  ◇記念講演；福本容子（長洲町出身） 

   ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ、毎日新聞論説委員 

  「どうなるアベノミクス、どうなる日本経済」 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

   人吉ローターアクトクラブ 

     ７月例会のご案内 

  日 時；７月２５日（木）19：30～ 

  場 所；立山商店 

  内 容；眞鍋新会長挨拶、各自自己紹介 

 

【2720地区会員増強拡大委員会】 

              中川貴夫委員長 

 2720地区より昨年度からのＳＡＫＵＪＩ作戦

についてお願いです。 

 ロンＤ･バートンＲＩ会長は入会希望者を増

やし7/1～3/1までに少なくとも１名の純増を目

標をたてられています。  

 この作戦は、各ロータリアンが日本全国に視

野を入れてロータリアンとなるのにふさわしい

友人や知人を紹介し、該当する地区がそれを受

けて対応するシステムです。ぜひとも皆様のご

協力を宜しくお願い致します。 
 



   戸高克彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友７月号の紹介  
          紹介者 大賀睦朗委員長 

・横組み紹介 

 １ページには『ロータリーの友』の電子版を

発行します。ということで、ロータリーの友委

員会片岡信彦委員長から『ロータリーの友』誌

は、会員と会員、クラブとクラブ、地区と地

区、国内や世界中のそれらとつながり、国際

ロータリーとつながっているという、会員の意

識の醸成に役立っていると思います。と述べら

れており、社会全体のデジタル環境の進展とと

もに、地域雑誌『友』誌を取り巻く環境も変化

してきています。2014年1月号から、これまで

の印刷版と電子版を選択してご購読いただける

ように準備を進めていることと、また、ロータ

リー日本創立100周年の節目を迎える2020年に

発刊が予定されている『ロータリー日本100年

史』の編纂業務のための、関係者による編纂準

備委員会を立ち上げました。ということが報告

されています。 

 ５ページには、ＲＩ会長のメッセージとして

「2013－14年度のロータリーのテーマ、そして

私から皆さんへのチャレンジは、『ロータリー

を実践し みんなに豊かな人生』をです。皆さ

んは、ロータリーの襟ピンを身につけることを

選択しました。これからどうするかは、皆さん

次第です」というメッセージが載っています。 

 ６ページから１４ページには新ＲＩ会長の紹

介があります。 

 １６ページには2013－14年度国際ロータリー

（ＲＩ）のテーマ「ロータリーを実践し みん

なに豊かな人生を」について述べられていま

す。 

 １８ページから３５ページにはガバナーの横

顔ということで、今年度、日本国内34地区のガ

バナーの紹介があっております。 

 ３４ページには、「ロータリー大好き国際

派」として、人吉中央ロータリークラブの赤山

武興ガバナーの紹介があっています。 

 ４０ページは「平和の懸け橋となる人材育成

を目指して」ということで 米山記念奨学会の

育んだ人材は世界で活躍しています。というこ

とで紹介があっています。 

 ４２ページには「ロータリー世界平和フォー

ラム」の紹介がされています。この中で４５

ページには、人吉ローターアクト前会長の増田

君が写真で紹介されています。 

 ５２ページから５３ページには ロータリア

ンとして今何をなすべきか！ということが述べ

られています。 

・ 縦組み紹介 

 ２ページから６ページには 考えよう・育も

う！ 自然と命ということで、東京都市大学教

授・造園家 涌井 雅之氏が 今、環境問題に

関して、発展途上国と先進国の対立があり、発

展途上国が開発なのか保護なのか、この2つの

間で悩んでいる時に、日本が第3の道を示しま

した。すなわち、自然は人が上手に手を加えて

いけば、自分たちにも果実が残り、未来にも果

実を残すことができるのだということを述べら

れています。 

 ７ページから１１ページは友愛の広場です。 

 １６ページから２７ページはロータリー・

アット・ワークです。どちらも会員の皆さんの

投稿のページで、各ロータリアン、各クラブの

個性あふれる意見や活動が紹介されています。 

 以上、７月号の紹介でした。 

 

【ニコニコ箱委員会】  齊藤日早子副委員長   

・熊本第6ｸﾞﾙｰﾌﾟ摂津ガバナー補佐（水俣）  

 ガバナー補佐の摂津隆祐と申します。1年間 

 よろしくお願い致します。      2,000 

・荒尾RC創立35周年 清田実行委員長 本日は 

 荒尾RC創立35周年のご案内で参りました。こ 

 ういう事での参加に恐縮致しております。ど 

 うぞ時間が許される方はよろしくお願い致し 

 ます。会員一同歓迎致します。       1,000 

・荒尾RC創立35周年 片山実行委員 荒尾RC35 

 周年記念式典のご案内に参りました。人吉RC 

 の皆様にぜひご出席頂きたくお伺い致しまし 

 た。どうか宜しくお願い致します。  1,000 

・渡辺会長 摂津ガバナー補佐、荒尾RC清田 

 様、片山様、ようこそいらっしゃいました。 

 よろしくお願いします。       2,000 

・井手幹事 水俣RC摂津ガバナー補佐、荒尾RC 

 清田様・片山様、ようこそお越し下さいまし 

 た。歓迎致します。         2,000 

・堤正博会員 摂津ガバナー補佐のご来訪を歓 

 迎します。             2,000 

・石蔵会員 村山委員長お世話になりました。 

  渡辺会長、青木会員には足を引っ張り申し訳  

  ありませんでした。練習して参ります。 

  初ゴルフ参加を記念して。           2,000 

本日の出席率 

会   員   数   65名    83.87% 

出 席 免 除   3名 7 / 5 出 席 率 80.65％ 

欠 席 者 数 62名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  上田・塚本・中島・青木・尾上・山田・宮原・木村・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 次年度委員会合；小林祐・片岡忠・北・山田・馴田・石蔵 

         水野・板井・大賀・浦田・延岡  



③アンケートの集計を委員会で検討。理事会 

 に提出。アンケートの集計を会員に配布。 

 皆様の思いがどこにあるかをアンケートで 

 受け止め、今後の活動に反映したいと思い 

 ます。 

 

【職業奉仕委員会】 

委員長）岩井和彦[建築･R歴:13年9ヶ月] 

副）有村隆徳 

委員）愛甲康.木村正美.永尾禎規.中島博之 

方針；会員一人ひとりが職業を通して、職業

奉仕理念と四つのテストを再度確認し、生活

の中で自己啓発をすると共に、会員以外の

人々にもロータリーの精神を普及していくよ

うに心掛ける。また、奉仕プロジェクト内の

委員会と連携を密にし、地域社会に奉仕す

る。 

計画； 

①例会内で月一回四つのテストの唱和の実施 

②優良従業員表彰を実施 

③職場訪問例会を実施 

④職業奉仕に関する卓話を実施 

⑤社会奉仕委員会に協力する 

 

【国際奉仕委員会】 

委員長）中川貴夫[自動車整備･R歴:18年1ヶ月] 

副）永尾禎規 

委員）愛甲康.有村隆徳.釜田元嘉.山本瑤子 

方針；奉仕の第四部門である国際奉仕は、書

物などを読むことや通信を通じて、さらには

他国の人々を助けることを目的とした、あら

ゆる活動やプロジェクトに協力することを通

じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、

願い、問題に対する認識を培うことによっ

て、国際理解、親善、平和を推進する。 

計画； 

①８月１日～４日韓国慶山ロータリークラブ 

 青少年ホームステイ受け入れ。 

 本日、親睦.ＳＡＡの家庭集会が開かれます

ので私も参加させていただきまして一緒に青

少年交流歓迎会のお手伝いをお願いすること

にしております。国際事業につきまして、色

んなお願いを先輩方に頼みますと快くOKの返

事を頂けますが、これからを考えると先輩方

ばかりに頼ることは出来ません。若いメン

バーの協力も必要です。無理矢理にお願いす

ることはありませんので、ぜひご協力を宜し

くお願い申し上げます。 

 

【環境保全委員会】 

委員長）小林祐介[娯楽施設･R歴:17年5ヶ月] 

副）片岡忠雄 

委員）岩井和彦.釜田元嘉.増田力.山田仁法 

・渕田会員 本日午後、求人面接と職員面接が 

 あるためクラブ協議会中座いたします。 

                   2,000 

【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 摂津ガバナー補佐お越し戴きあり 

  がとうございます。荒尾ＲＣ清田様、片山 

 様、創立35周年おめでとうございます。喜ん 

 で出席させて戴きます。       2,000 

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 前年度はご協力いただきまして 

 ありがとうございました。今年も米山奨学会 

 の寄付を宜しくお願い致します。   5,000 

 

       点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

  第１回 クラブ協議会  後半 
 
 
 
          進行；常設委員長 

【（常設）奉仕プロジェクト委員会】  

委員長）立山茂 [お茶製造販売･R歴:8年2ヶ月] 

担当委員会；社会奉仕.職業奉仕.国際奉仕 

      環境保全.地域発展     

方針； 

①渡辺会長が取り組まれる組織改革が円滑に機 

 能するよう、各委員会が協力し合う。 

②各委員会のこれまでの活動の中で、再検討す 

  べきものを洗い出し、今後の社会奉仕活動の 

  方向性を探る。 

③８月の韓国慶山ＲＣ青少年交流事業に全委員 

 会で取り組む。 

 

【社会奉仕委員会】 

委員長）立山 茂 

副)中島博之    

委員)北昌二郎.木村正美.小林祐介.中川貴夫 

 渡辺年度は組織改革で社会奉仕委員長は職業

奉仕.国際.環境保全.地域発展委員会を統括す

ることになっています。また、従来会員はクラ

ブ運営と奉仕プロジェクトにまたがって配置さ

れていたのが社会奉仕部門に振り分けられ協力

しあえるようにできています。 

 この組織で最初に取り組むのが８月の韓国慶

山RC青少年交流事業です。皆様のご協力を宜し

くお願いします。本来の社会奉仕委員会の事業

としては渡辺会長の基本方針である“変化”へ

の対応を図るべく現在の人吉クラブの社会奉仕

事業の一覧表をつくり再認識した上で再検討す

る計画です。 

①10月までに人吉クラブが行っている社会奉 

 仕活動の一覧表をつくる。 

②11月までに記名式のアンケートをとる。 



【ローターアクト委員会】 

委員長）安達玄一[損害保険･R歴:18年3ヶ月] 

副）本田節 

委員）馬場貞至.渕田秀雄.小林清市 

   武末憲一.山賀勝彦 

方針；10月12.13日に人吉で開催される2720地

区ローターアクト年次大会のテーマは『ピー

ススマイル』です。どうしたら戦争や差別、

いじめや暴力が無くなり平和に近づくのか、

皆が笑顔になるためにどのようなことが出来

るのかを地区内外のアクターが、全員で考

え、行動し、それを世界に発信したい。その

若者たちの思いが成果となるよう、２年目も

アクター全員のレベルアップを目指したいと

思います。 

計画 

①平和について考える 

②奉仕活動を体験する 

③会員増強 

④ロータリー会員や交換留学生との交流 

 

【（常設）クラブ広報】  

委員長）馴田信治[麺類製造販売･14年3ヶ月] 

担当委員会；新世代.ローターアクト 

方針；広報・会報・雑誌の三委員会が、今年

度会長テーマ｢DREAM・PASSION・EMOTION」に

則り、一致団結して各事業にあたる。また、

対外広報にも力を注ぎ、ロータリークラブへ

の理解を深めてもらう。 

 

【クラブ広報委員会】 

委員長）馴田信治 

副）石蔵尚之 

委員）水野虎彦.浦田繁喜 

方針；人吉ロータリークラブの活動や地域社

会における貢献、役割等を様々な情報ツール

を活かして、対外的理解を深めてもらう。ま

た、クラブ内外の情報交換も、より密度を高

める。 

計画 

①年度初めに会長以下執行部と共に、諸官庁 

 及び報道機関に表敬訪問を行う。 

②各委員会の活動内容を把握し、広報に努め 

 る。 

③報道記載記事や活動状況などを記録として 

 保存する。 

④ホームページの管理及び更新を充実する。 

 また、2720 地区や他クラブのホームページ 

 等を２ヶ月に１回ペースで例会で会員に見  

 てもらう。 

方針；最近、PM2.5 による大気汚染が問題に

なっています。人吉でも視界の悪い日が見られ

るようになりました。今、ロータリアン各自が

環境問題に関心を持ち、環境保全に努力するこ

とにより、美しい日本を子供たちに残していき

たいと思います。 

計画； 

①地域のクリーン作戦への参加 

  （花火大会8 月、お城まつりの翌朝） 

②環境保全問題に関する卓話 

③ロータリーの森 看板の補修 

 

【地域発展委員会】 

委員長）北昌二郎[タクシー業･R歴:14年3ヶ月] 

副）山田仁法 

委員）片岡忠雄.増田力.立山茂.山本瑤子 

方針；地域のためにがんばっている方への支援

と協力を行い、功績のある団体・個人を表彰す

る。 

計画； 

①各種イベント等への積極的な参加及び協力 

②方針に沿う功労者の表彰  

③まちづくり卓話 

 

【（常設）新世代】  

委員長）馬場貞至[音楽家.歌手･R歴:5年3ヶ月] 

担当委員会；新世代.ローターアクト 

方針；10月12、13日に人吉で開催される2720地

区ローターアクト年次大会への支援。９月、ラ

スカータオペラの代表 岩本貴文氏に卓話を依

頼する。（30分）オペラ歌手数名に歌ってもら

う。  

 

【新世代委員会】 

委員長）馬場貞至 

副）渕田秀雄 

委員）安達玄一.本田節.小林清市 

   武末憲一.山賀勝彦 

方針；青少年の健全な育成のために、関係団体

と連携を図り、会議や活動に参加し、ローター

アクト委員会と協力し、青少年育成活動に支援

する。 

計画； 

①ローターアクト地区年次大会の支援。事業 

 への協力。 

②青少年スポーツ大会援助。U-13きじ馬サッ 

 カー大会、人吉球磨中学生柔道大会後援） 

③新世代のための月間。（外部、内部卓話） 

④人吉市青少年育成市民会議への参加。 

 



⑤地区の方針でもある、ＩＴ化の推進に努め、 

 情報ツールの利用を会員に薦める。 

 

【クラブ会報員会】 

委員長）水野虎彦[圧縮ガス業･R歴12年4ヵ月] 

副）板井英朗 

委員）石蔵尚之.川越公弘.大賀睦朗.堤脩 

方針；会報は永遠に残されるロータリークラブ

の貴重な議事録です。正確かつ読み易く、また

多くの画像や表などを取り入れ、興味を引く様

な会報作りを心がけて参ります。また、会報

は、人吉ロータリークラブの方針、現状、活動

を他クラブへ伝える媒体でもあり、我がクラブ

の例会報は地区内でも高く評価されておりま

す。今年度もさらに高い評価を得るよう会報編

集を行いたいと思います。 

2.計画 

①正確な記録、及び会報作成の効率向上の為 

 に、原稿は特にメールやデータでの提出をお 

 願いする。 

②外部卓話の方には、卓話依頼する会員から原 

 稿の提出をお願いして頂く。 

③デジタルカメラ・ボイスレコーダーを活用す 

 る。 

④会報用綴りを全会員に配布する。 

⑤会報作成・校正は下記の担当委員で行う。 

 （7.8月水野) (9.10月板井) (11.12月石蔵) 

  (1.2月川越）(3.4月大賀） (5.6月堤脩） 

  

【雑誌委員会】 

委員長）大賀睦朗[スポーツ施設･R歴7年3ヶ月] 

副）浦田繁喜 

委員）板井英朗.川越公弘.馴田信治.堤脩 

方針；ロータリアン誌に対する会員の関心を喚

起し、ロータリアン以外の人にも雑誌等を活用

して、ロータリー活動を理解してもらうよう努

める。 

計画 

①「ロータリーの友』の見所紹介を実施する。 

  特に印象に残った記事等を、感想を交えて紹 

  介する。 

②ロータリー活動を広く認識していただくた 

  め、公共的な場所に「ロータリーの友」を配 

  布する。また、クラブ広報委員会の中で、広 

  報宣伝活動を行う。 

 

 

         閉 会 

 

 

 

 

 

『ロータリーの歌」 Rotary Song 

 

ロータリー創立後、三年間シカゴＲＣでは奉仕

強調派と親睦派との間に激しい討論があり、ク

ラブの崩壊寸前となったとき、印刷業のハ

リー・ラグルスが諸君歌を唄おうではないかと

提案したのが始まりと言われている。 

 間もなく、ロータリーの例会で歌うことが習

慣となった。この習慣は、米國の多くのクラブ

に普及し、今日では、オーストラリア、日本、

ナイジェリア、ニュージーランド、カナダなど

様々な国のロータリーの例会のポピュラーな親

睦行事となっている。例会の始めに国歌を歌う

クラブもある。しかし、ヨーロッパ、南米、ア

ジアのＲＣの例会でロータリーソングが歌われ

ることは殆どない。 

日本で唄われる「我等の生業」は一業一人制の

ロータリアンがクラブを結成し、平和と親睦の

目的に向かって、クラブ奉仕・職業奉仕・社会

奉仕・国際奉仕・の四大部門を通じて努力する

という内容である。特に歌詞には職業奉仕の重

要牲が強く謳われている。 

 「奉仕の理想」は大体同じ内容だが、自己の

職業奉仕を通じて世のため、人のためになるよ

うに最終的にはロータリー綱領第四番目の世界

平和が永遠に続くことを願望している歌詞であ

る。 

 以上二つのソングはロータリーの代表的ソン

グであり、リズムも多少スローテンポで厳粛さ

がにじみ、身の引き締まる感がするので、通常

大会や協議会の開会時やクラブ例会の開会・閉

会時によく合唱される。 

 「手に手つないで」はロータリーの拡大と親

睦を内容として歌われ、クラブの会員結束と世

界平和に向かって努力しようというリズミカル

な、歌いやすいソングである。 

 「それでこそロータリー」はこれも軽快なリ

ズムにのったメロディーで一番の歌詞で会員同

志の親睦を、二番では社会のため平和のため努

力するというものである。  

 
        日本ロータリーEクラブ2650 

         「ロータリー用語便覧」より 

    http://rotaryeclub2650japan.org/word/ 

  

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ    Ｒ情報委員会 


