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    渡辺洋文会長 

 

 猛暑にゲリラ豪雨、明らかに気候が変動して

いる気がします。人間が使ったエネルギーが熱

に変わって地球を暖めてるという事でしょう

か？自然のしっぺ返しは怖いですね。 

 参院選が終わり、ねじれが解消され､アベノミ

クスに拍車が掛かるんでしょうか？有権者の半

分しか選挙に行かない国に未来は有るのかなと

思ってしまいますが、大胆な金融緩和やTPP参加

表明などの原因を創ったわけですから、数年後

には結果が出てくると思います。いい結果に成

る事を期待したいと思います。 

 これだけグローバル化した社会に成ると、日

本国内の対策だけではどうにもならない所が有

ると思います、世界の金融システムやTPPに関し

てはまた機会が有ればお話ししたいと思いま

す。 

 19日の金曜日にＳＡＡと親睦、24日にプログ

ラム・ニコニコ・出席・戦略計画の家庭集会が

開催されました。どの委員会も活発な意見が交

わされていましたが、特にＳＡＡでは、例会に

ついての具体的な意見やアイデアなどがでてま

したのでご紹介させて頂きます。 

①食事の時間を12時からとし、早めに食事を済 

 ませて頂き､12時30分からは例会に集中出来る 

 ようにすると言うアイデア。 

②例会中に私語が多いのではと言う意見。 

③例会中にたばこを吸いに出て行ってなかなか 

 帰ってこない方が居ると言う意見。 

④クラブ協議会形式のテーブルセッティングの 

 方がいいのではないか､その他テーブルセッ 

 ティングのやり方を変えてみると言うアイデ 

 ア。 

⑤例会時の服装、最低限のドレスコードが有っ 

 てもいいのではないかという意見。 

⑥コーヒーが準備してあると、例会中に席を 

 立って取りに行かないといけないので、コー 

 ヒーは要らないのではないか、お茶で十分松 

 花堂弁当みたいなメニューが有ればというア 

 イデア。 

などが出されました。 

 他のクラブの方からよく、人吉クラブは格式

があって凄いですねと言われますが、どういう

所が格式がありますか？と聞き返すと､言葉を詰

まらせる方が多いので、誉める所が無いからか

な？なんて思ったりしますが、そんな事は無い

と思いますが。 

 テニスの有名な世界大会でウインブルドンと

言うのが有るのは皆さんご存じだと思います、

昔ロンドンの語学学校にちょっとだけ居たとき

に､ウインブルドンの近くに住んでいた事が有る

のですが、ウインブルドンの大会では、観客が

ブーイングを一切しないと言う事と、会場の周

りに１人の酔っぱらいも居ないというのが､有名

というか珍しいと言われています。やはり伝統

と格式のなせる技なのかなと思います。ホーム

ステイをしていたのですが、引退したおじい

ちゃんとおばあちゃんが居て、凄く親切で優し

かったんですが、なんかやっぱり上から目線だ

なと感じたのを覚えています。過去の栄光をひ

きずってるのかなと、でも伝統と格式を頑なに

通 算  2 7 6 0回 

2 0 1 3 年 7 月 2 6 日 

第 4  回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 水野虎彦委員長 



守ると言う意識とプライドは凄いと思いました。 

 人吉ロータリーも伝統と格式とプライドについ

てもう一度考えてみる必要が有るのかもしれませ

んね。 

 時間が有るようですので、規定審議会で採決さ

れた項目の中で､直接関係のある物を簡単にご紹

介したいと思います。 

 

制定案13-14 

欠席の規定を改正する件 

提案者：Imperia ロータリー・クラブ(ｲﾀﾘｱ) 

第 2030 地 区 大 会（イ タ リ ア、Alessandria、

Spinetta Marengo）にて承認  2011年11月 

 標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正

する（手続要覧、第254ページ）。 

 第12条 会員身分の存続 
  
 第４節  終結 欠席。 

(a) 出席率。会員は、 

 (1)年度の各半期間において、メークアップ 

   を含むクラブ例会出席率が少なくとも50 

   パーセントに達していなければならない。 

 (2)年度の各半期間に開かれた本クラブの例会 

    総数のうち少なくとも30パーセントに出席 

    しなければならない 

 会員が規定通り出席できない場合、その会員 

 身分は、理事会が正当かつ十分な理由がある 

 と認めない限り、終結することができる。 
 
本制定案は、数多くの会員が規定の出席率を達成

できない中、現在は規定ではなく例外措置とされ

ているために、実際に理事会から許可を受けた上

で会員身分の終結を逃れる会員は少ないという現

状を反映するため、標準ロータリー・クラブ定

款、第12 条、第４節（a）を改正するものであ

る。 

この規定（「その会員身分は、理事会が正当かつ

十分な理由があると認めない限り終結することが

ある」）から導かれる厳しい措置は、会員数の激

減につながるため、ほとんど適用されることがな

い。従って、現状は次の２点において規定違反と

いうことにる。 

・多くの会員が義務付けられた出席規定を満た 

 していない 

・理事会が会員身分の終結を行うことなく、そ 

 のような欠席を容認している 

その結果、ロータリーの規定を完全に無視する姿

勢がさらに広まり、会員が違反にする措置を逃れ

られる、推奨に過ぎないものとなってしまう。こ

こでの問いは、「最も重要な24規定の１ つが常

に無視され、違反者の対処も実行されずにいるの

に、どうしてほかの規定を尊重すべきだろうか」

ということである。 

従って、この変更により、終結は理事会の裁量に

より決定されるものとすることで、理事会が当該

会員を終結しなければならないという義務はなく

なる。 

RIの2011-14 年度革新性と柔軟性のあるロータ

リー・クラブ試験的プログラムは、「会の出席率

から会員の参加へと焦点を移す」ことを提案して

いる。 

さらに、標準ロータリー・クラブ定款、第12 

条、第４節（b）に既に記載されている通り、 

連続４回例会に出席しなかった場合の会員身分の

終結は任意で行われるものとなっている（2001 

年規定審議会の前までは、そのような場合は自動

的に会員身分を終結しなければならないとなって

いた）。 

 

    井手富浩幹事 
 
【第２回定例理事会承認事

項報告】  

1号議案 理事会日程変更の件      

 8月2日定例理事会を韓国慶山RC青少年交流事業 

 の為、7月26日に変更 （承認）  

2号議案 城見庭園まつり実行委員会より第2回 

 城見庭園まつり広告掲載（\10,000）の協力依   

 頼が届いております。(承認・次年度再検討） 

3号議案 『Ｕ－13「きじ馬カップ」サッカー大 

 会』岩下博明会長よりサッカー大会開催に伴う 

 後援並びに協賛についての依頼が届いておりま 

 す。新世代委員会より￥20,000支出します。 

 日程：8/3(土)～8/4(日)場所：梢山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ他  

                 （承認） 

4号議案  人吉市社会福祉協議会より第46回人吉 

 市歳末たすけあい演芸会開催に伴う後援依頼が   

 届いております。日程：12/1(日)午前･午後の 

 部、場所：カルチャーパレス大ホール 

 →社会奉仕委員会へ（承認）  

5号議案  復興支援こどもキャンプより、2013年 

 夏復興支援こどもキャンプin人吉球磨への支援 

 依頼が届いております。新世代委員会より3万 

 支出します。日程:7/25(木)～7/30(火)5泊6日  

                  （承認） 

6号議案  球磨の民謡全国選手権大会実行委員 

 会より協賛金￥20,000の依頼が来ております。 

 開催日9/7(土)10時～17時人吉市ｶﾙﾁｬｰﾊﾟﾚｽ 

                 （承認） 

7号議案  坂井初男氏（西日本電信電話㈱ 熊本 

 支店営業部人吉営業所所長）岩本光義会員の交 

 代会員として推薦状（推薦者：釜田会員、山賀 

 会員）が出ております。（承認） 

8号議案   削除     

9号議案 人吉ＲＣ2013～2014年度 収支予算 

 (案）を提出します。（訂正して承認）  

10号議案 韓国慶山ＲＣ青少年支援事業支出の為 

 友愛基金より￥1,000,000を特別会計へ繰入 

                  （承認） 

11号議案  人吉新聞社より恒例の「暑中お見舞い  

 広告」のお願いが届いております。7/31(水） 

 掲載で￥31,500となります。（承認） 

 



【連絡事項】     

①米山奨学生の卓話派遣の日程が届いております 

 日時；10/11(金)です。宮原米山奨学委員長へ 

 お渡し致します。   

②人吉国際交流協会第1回役員会の案内が届いて 

 おります。→渡辺会長にお渡し致します。 

【回覧物】なし    

【例会変更・取止め】    

 定款第6条第1節に基づく例会取り止めの案内が 

 来ております。     

 熊本西ＲＣ（8/13) 熊本西南ＲＣ（8/15)   

 熊本中央ＲＣ（8/16) 

 以上の３ヶ所（サインメイクアップなし） 

 

【来訪者挨拶】     

【表 彰】 

  

 米山功労者 

 第２回マルチプル  

  感謝状贈呈      

 友永和宏会員 

 

 
 
 
 
 

【国際奉仕委員会】    中川貴夫委員長 

 ８月１日(木）～４日(日)の第11次慶山ＲＣ青

少年交流受入れについてご連絡とお願いです。 

 まず、今回学生の受け入れをして頂く会員家族

を紹介します。渡辺会長、井手幹事、和田会員、

葉山会員、本田会員、齊藤会員、立山会員、水野

会員、そして人吉中央ＲＣの坂口パスト会長、堀

尾パスト会長にも協力を頂き、私中川を入れた１

１家族で学生の受入れをする事になりました。ま

た、堀尾パスト会長ファミリーには２名の学生受

入れをお願いすることとなり、夫人の里美さんに

は通訳もお願いしてます。ご協力に感謝いたしま

す。 

 ８月１日からの日程をご説明致します。 

 慶山ＲＣから学生１２名、引率の会員・夫人・

通訳 計９名が来られます。１日(木)の昼に博多

港着、市内で昼食、人吉着夕方６時予定。学生は

ステイ先へ、慶山メンバーは人吉旅館にて歓迎の

夕食会。歓迎会に参加頂く人吉のメンバー６名

（伊久美P会長、有村P会長、中島P会長、鳥井副

会長、浅野会員、有馬会員）は決まっています

が、もし参加できる方がおられましたら是非お申

し出下さい。 

 ８月２日(金）は、慶山メンバーは球磨川下

り、学生はラフティング、球泉洞見学も予定して

います。昼食場所は、慶山メンバーは｢かわせ

み」へ、学生はキャンプ場施設でバーベキューを

予定しています。同行いただく人吉メンバーは、

球磨川下りに渡辺会長・井手幹事・立山会員・堀

尾里美夫人（通訳）、ラフティングには永尾国際

副委員長、葉山会員、私が同行します。通訳は慶

山から来られる上杉さんにお願いするつもりで

す。夜は歓迎を込めた例会と親睦納涼家族会に参

加して頂きます。会が終了しましたら学生はステ

イ先へ、慶山メンバーは二次会にブルーグラスを

予約しています。人吉ＲＣメンバー９名にお願い

しておりますが、村山親睦委員長をリーダーに接

客を宜しくお願いいたします。 

 ３日(土)は、鹿児島観光をしたいと思います。

大型バスでステイ先のご家族含めて、水族館・動

物園を行先にしています。観光から帰って来まし

たら、学生はステイ先へ。夜は慶山メンバーは食

事会を予定しています。接客は宮原P会長、中島P

会長、山賀P会長、渡辺会長、鳥井副会長にお願

いしておりますが、参加のできる方は是非お申し

出下さい。そして慶山会員と親睦を深めていただ

ければと思っております。 

 来週８月１日から青少年交流が始まります。皆

様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

   中村太郎副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   65名    91.35% 

出 席 免 除   3名 

欠 席 者 数 5名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

7 / 1 2 出席率 91.94％ 

＊届け出欠席  

  小林祐・延岡・立山・中島・尾上 

＊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；宮原・岩本・赤池・川越 

 芦北ＲＣ；渡辺 

熊本南ロータリークラブ

寿崎肇パストガバナーよ

り、クラブ週報送付に対

するお礼のご挨拶があり

ました。 

【前年度出席委員会】     馬場貞至委員長 

    2012-2013年度  

  出席率100％達成  

    ２７名  
  
ホームクラブ出席100％達成者   

    馴田信治 会員   
 
  

 安達玄一  赤池利光  有馬宏昭 浅野 強  

  葉山稔洋 平田フク  井手富浩 伊久美寛志 

  板井英朗  片岡啓一  片岡忠雄 丸尾 孜      

  宮原和広  水野虎彦 中川貴夫 中島博之         

 延岡研一  大久保勝人武末憲一 鳥井正徳         

  塚本哲也 堤   脩  浦田繁喜 渡辺洋文   

 山賀勝彦 山口令二                     



 しゃいました。歓迎致します。いつも御来訪 

 ありがとうございます。       1,000 

・中川会員 寿崎パストガバナーお越し頂きあ 

  りがとうございました。地区会員増強セミ 

 ナーで熊本南ＲＣの坂本会員に大変お世話に 

 なりました。            1,000 

・堤正博会員 寿崎パストガバナーのご来訪を 

 歓迎致します。益々元気でご指導いただきま 

 すようお願い致します。       2,000 

・齊藤会員 お誕生祝いありがとうございまし 

 た。還暦までにゴルフスコアで80台を出す夢 

 があと３年に迫っています。間に合いそうに 

 ないので岩本プロの指導を受けたいと思いま 

 す。精進して頑張ります。      2,000 

・伊久美会員 寿崎パストガバナーのご出席あ 

 りがとうございます。いつも我がクラブを励 

 ましていただきありがとうございます。2,000 

・水野会員 ゴルフ優勝いただきました。 

 ちょっと本気を出してしまいました。ムジカ 

 コンサートチケット購入いただきました皆様 

 様、ありがとうございました。長女が出ま 

 す。宜しくお願い致します。     2,000 

・漆野会員 取切り優勝しました。ありがとう 

 ございました。           2,000 

・北会員 早退します。        1,000 

 

【Ｒ財委員会】 

・葉山会員 入会以来、100％出席の賞をいただ 

 くことが出来ました。（14回目）   ＄140 

 

  

      点 鐘  渡辺洋文会長 

【親睦委員会 前年＆今年度】 

             村山能史親睦委員長   

 

☆優勝コメント☆      

 取切戦優勝してすみません。前年度月例ゴルフ

に11回出させて頂き、チャンスをたくさん頂きま

した。ありがとうございました。 

今年度も頑張ります！ 

 

  ７月ゴルフ愛好会成績７月ゴルフ愛好会成績  ７７月月1414日 熊本クラウン日 熊本クラウンGCGC  

例会のスクリーンでべスグロ者名前を間違って表示して

おりました。お詫びして訂正いたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】  齊藤日早子副委員長   

・熊本南RC寿崎パストガバナー 一年間週報のご 

  惠贈賜り誠にありがとうございました。  

                   20,000 

・渡辺会長 寿崎パストガバナーようこそいらっ 

 しゃいました。今後とも宜しくお願いします。 

                    1,000 

・井手幹事 寿崎パストガバナーようこそいらっ 

  ２０１2－２０１3年度 

   ゴルフ愛好会 

   取切戦 優勝！！ 

     漆野智康 会員 

７月の誕生祝い ７月の誕生祝い   

北 昌二郎会員   10日 

増田 力 会員   23日 

鳥井正徳会員    23日 

齊藤日早子会員   27日 

 

    ８月例会と行事予定 
 

 ８月  ２日(金)  慶山RC青少年歓迎会＆ 

         納涼家族会 夜の例会       

         あゆの里 18時30分～ 

 ８月 ９日(金)  通常例会 

 ８月１６日(金)  例会取止め  

 ８月２３日(金)  通常例会 

 ８月３０日(金)  通常例会   

 

 

 ８月１日(木）～４日(日) 

   韓国慶山RC青少年交流ホームステイ 

 ８月１６日(金)  

    クリーン人吉早朝清掃 

     ６時～７時（相良護国神社周辺） 

  

 
   

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 水野虎彦 ８５ １９ ６６ 

準優勝 板井英朗 ９９ ２７ ７２ 

３位 浦田繁喜 ９６ ２３ ７３ 

４位 漆野智康 ８５ １２ ７３ 

ﾆｱﾋﾟﾝ  ③ なし     ⑥ 村山能史                 
 ⑬ 小林祐介    ⑰ 漆野智康                 

ﾄﾞﾗｺﾝ  

７０歳以上  ⑧ 浦田繁喜 
 ⑯ 板井英朗 

６９歳未満  ② 水野虎彦 
 ⑦ 漆野智康 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
７０歳以上 岩本泰典 4３・4７・９０ 

６９歳以下 水野虎彦  ４５・４０・８５ 

５位 岩本泰典 ９０ １６ ７４ 

７位 小林祐介 ９３ １８ ７５ 

ＢＢ 石蔵尚之 敢闘 青木一幸 

10位 浅野 強 ９０ １３ ７７ 


