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     渡辺洋文会長 

 

 第 11次青少年交流が終わ

り、会員の皆様にはご協力頂

き心よりお礼申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 ４日午後、チョン会長より

「無事釜山に着きました。あ

りがとうございました。」と、電話がありま

した。大変喜んでおられました。これからは

もっと非公式な人的交流が出来ればいいです

ねと、お伝えしておきました。 

 国際交流というのは、姉妹締結や、青少年

交流事業は単なるきっかけに過ぎないと思い

ます。そこから１人の人間として本音で話し

合える、人的交流を深めていくのが、本当の

国際交流だと思います。 

 国際奉仕にお金を使うより、地域奉仕にお

金を使った方が良いという意見もあります

が、もちろん地域奉仕も大事だと思います。

ただ日本は先進国で、世界第２位の経済大国

です。中国に抜かれたと言いますが、人口で

割ればまだまだ日本の方が上だと思います。

世界には今日本も含めて195の国があります

が、一日１ドル以下で暮らしている人が12億

人居ると言われています。２ドル以下だと30

億人だそうです。今世界の人口は70億人です

から、半数近くの人達が２ドル以下で暮らし

ている事になります。１ドル100円として、１

日100円以下で生きていかなければいけないと

言うのは日本では想像も出来ない世界だと思

います。世界の人口の２パーセントが世界の

富の50パーセントを所有していると言われて

います。２パーセントの中には日本人も多数

含まれているのではないでしょうか、世界第

２位の経済大国が国際奉仕をしないで何処が

やるのかな？と思うのですが。 

 井戸を掘ってあげるとか、食料を援助する

とか、それも大事だとは思いますが、一番大

事なのはその国の人達が自分たちの力で経済

を発展させていく事だと思います。そのため

には教育が必要になってくる、教育をする為

には識字率を上げる事が重要だと思います。

国際ロータリーでも識字率向上運動を盛んに

やっていますが、まさにこれから世界が取り

組まなければいけない重要な課題の１つだと

思います。 

 地域奉仕についてですが、行政や色んな団

体が色んな事をやっていると思いますので、

そこにロータリーが入っていって同じ事をや

る必要は無いと思います。何処もやっていな

い事をやる、それは何なのかと言う事をまず

は考える必要が有ると思います。 

 たとえば、地域のエネルギー自給率を上げ
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るとか、食料自給率を上げるとか水資源を守る

と言う事は、これからの日本の将来必ず社会問

題になってくると思います。ポリオや識字率向

上もこの問題と密接に繋がっていると言う事を

認識する必要が有ると思います。 

 皆さんキューバという国が有るのはご存じと

思います。キューバと聞けば、ラテン音楽に、

葉巻に、ラム酒。 

 以前、実質的にはアメリカの支配下にあった

キューバは、フィデル・カストロやチェ・ゲバ

ラを筆頭に「キューバ革命」が成功し、1961年

に社会主義宣言された国として有名です。

キューバは日本と比較して、とても貧しい国、

貧しいけど、ラテン音楽が街にあふれ、豊かで

陽気で自由で平和な国だそうです。とにかく

キューバは貧富の差がない！キューバの国民給

与は月収約3,000円「お給料がみーんな同じ」

と言うのは驚きです。キューバの人口は1100万

人、労働者の数は500万人。そのほとんどが、

「公務員」だと言います。学校の先生、病院の

お医者さん、看護婦さん、レストランのコック

さんなど大半の人が公務員だそうです。 

 いくら働いても、同じ給料なのか？！？とも

思ってしまいますが、仕事をする原動力は、

「みんな家族を守ることや周りの幸せ」のた

め、日本人の「高い給料をもらうために働く」

のでなく、キューバの人々は、仕事に誇りをも

ち、人のためにサービスをする意識が高いのだ

そうです。政治家は無報酬に近く、しかも

キューバの人達にとって政治家とは一番尊敬さ

れる人、信頼を集めた人、と認識されているそ

うです。だからほぼボランティアで、やってい

るようなものなのです。学校の校舎には、

チェ・ゲバラの写真が飾られているのですが、

キューバより100倍以上豊かな国である日本人

は、どれだけ自分の国を愛し、プライドを持っ

ているでしょうか。キューバは日本がいや世界

が見習うべき国かもしれませんね。 

 

    井手富浩幹事 
 

【連絡事項】  

①荒尾ＲＣ35周年記念式典9/7(土)16:00～ 

  20:30、出席の締切は本日となっておりま 

  す。現在13名の登録を頂いておりますが、当 

  日の移動はバスをチャーターしたいと思いま 

  す。日帰りですので、参加希望の方は事務局 

  まで申し出下さい。    

②8/16(金)6:00～クリーン人吉運動早朝清掃 

 は、メークアップとなりますので、多くの会 

 員の皆様の参加をお願いします。  

③人吉市青少年育成市民会議より「第2回育成 

 部会」の開催案内が届いております。  

 日時 8/22(木)19:00～場所:市役所別館203会 

 議室→馬場新世代委員長へ   

④第11回ひとよし春風マラソンに伴う第1回実 

 行委員会の開催案内が届いております。  

 日時 8/28(水)10:00～場所：市役所本館3Ｆ 

 第1会議室→渡辺会長へ    

⑤ロータリー日本財団より確定申告用寄付金額 

 領収書が届いております。皆様へお渡ししま 

 す。      

⑥ＲＩ理事及びロータリー日韓親善委員会より 

 第12回日韓親善会議への参加依頼が届いおり 

 ます。 

 日 時:10/19(土)15:00～10/20(日)15:10 

 場 所:グランドハイアットソウル 

 登録費:22,000円 

 案内資料を各テーブルに配布しておりますの 

 で、参加希望の方は事務局までお申し出下さ 

 い。（登録締切 8/16)   

⑦事務局の夏季休暇8/13(火)午後～8/16(金) 

【回覧物】 

・指宿ＲＣより週報が届いております。 

・人吉総合病院より広報誌「翔」が届いており 

 ます。 

【配布物】 

 赤山年度ガバナー月信第２号が届いておりま 

 す。全会員に配布。  

【例会変更・取止め】    

 指宿ＲＣ 8/6 (火)18：30～に変更                       

  〃   8/20(火)18：30～に変更  

 宇土ＲＣ8/23(金)18:00～「うと地蔵まつり 

       ポリオ撲滅募金活動例会」の為   

 八代南ＲＣ8/20(火)18：30～に変更      

  〃    8/27(火)18：30～に変更  

 

【来訪者挨拶】     

      水俣ＲＣ 深水康之 会長 

 本日直前会長と一緒にお邪魔

しました。私が代表して挨拶い

たします。本日は幹事の青木も

一緒の予定でしたが所用で出席

することが出来ませんでした。

皆様に宜しくとの事でした。 

 2013～2014年度水俣ＲＣの会長を務めること

になりました深水康之です。ロータリー歴は33

年、職業分類は印刷業です。２回目の会長でし

て、13年前に会長を務めた時、人吉ＲＣは有村

会長でした。その時も感じた事ですが、人吉Ｒ

Ｃはさすがに歴史があるクラブで格式高い例会

だという事です。 

 渡辺会長とは仕事も同じ印刷業で、仕事面で

もいつもお世話になっています。また、趣味も

同じ魚釣りで、会うといつも釣りの話ばかり

で、ロータリーを通じてよき友ができたと感謝



しています。今年一年これから会う機会も多く

なると思いますので、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。        

    

【会員報告】         堤 正博会員 

 今年６月、74年の歴史を誇るアメリカで有数

の品評会ロサンゼルスワイン＆スピリッツコン

ペティションの審査で我社の「川辺」が最高金

賞を戴きました。今年から新設された「焼酎部

門」でしたが、川辺は焼酎部門に出品された２

５銘柄の中で、最高得点を獲得し、”ＢＥＳＴ 

ＯＦ ＳＨＯＣＨＵ”の称号を戴きました。同

じく焼酎部門に出品した繊月も金賞に入賞をい

たしました。さっそく伊久美パスト会長からお

祝いの電話をいただき、ニコニコをよろしくと

のことでしたので、本日お時間を頂きましてご

報告をさせて頂きました。 

これからもどうぞ宜しくお願いいたします。 

   

 

     田中信也委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       村山能史委員長 

 

 

 

 

【環境保全委員会】    片岡忠雄副委員長 

 環境保全委員会から皆様に

ご報告いたします。今年度の

委員会計画にあげています村

山公園内 創立 20周年記念

「ロータリーの森」の記念碑

補修と清掃を先月行ないまし

た。整備後の写真を後部ボー

ドに貼っておりますのでご覧ください。 

 それから、クリーン人吉運動のご案内です。

人吉市花火大会8/15(金)の翌朝に清掃作業が行

なわれます。朝６時～７時、人吉ロータリーク

ラブの清掃場所は相良護国神社周辺になりま

す。参加はメークアップになります。ご協力を

よろしくお願い致します。 

 

【国際奉仕委員会】     中川貴夫委員長 

 ８月１日から４日に行なわれました第11次慶

山ＲＣ青少年交流ホームステイ事業のお礼並び

にご報告をさせて頂きます。 

 ８月１日木曜日、立山奉仕プロジェクト委員

長を筆頭に渡辺会長、伊久美寛志、北会員、そ

して私が博多港へ出迎えをし、人吉へ連れて参

りました。夕方６時到着、ホームステイを快く

受けて頂きました会員ご家族に引き渡しまして

それぞれ連れて帰っていかれました。ホームス

テイをいつも引受けて下さる家族、初めて受け

入れして頂いた家族、大変だったと思います。 

本当にお世話になりました。 

 次の日、学生は球磨川下りラフティング体験

をしました。ホストファミリーの葉山会員と永

尾国際奉仕委員長に私の３名が参加。朴国際奉

仕委員長の大学で日本語を教えておられる上杉

真由さんが通訳としてメンバーと一緒に来られ

ましたので同行をお願いしました。ラフティン

グの説明や注意など、学生たちにスムーズに伝

わりとても助かりました。その後、昼食のバー

ベキュー、球泉洞見学をし、夜は歓迎納涼家族

会へ参加。一方、慶山ＲＣメンバーは球磨川下

り、かわせみで休憩と昼食、球泉洞見学、夜は

例会・歓迎納涼家族会へ参加。渡辺会長、井手

幹事、立山委員長、有村国際委員、そして人吉

旅館の堀尾里美女将に通訳をお願いし、同行し

て頂きました。 

 実は、出発する時の子どもたちは知らない同

士で暗い雰囲気だったそうですが、親睦委員

会、ＳＡＡの皆さんに企画して頂きました納涼

パーティーのお陰で、お互い打ち解け合いとて

も明るくなって良かったと慶山ＲＣの皆さんと

上杉さんが言っておりました。鳥井クラブ運営

委員長、村山親睦委員長、漆野ＳＡＡ委員長、

手伝って頂きました会員、ローターアクトメン

バーにお礼申し上げます。 

 ３日土曜日は、青少年と慶山メンバー、渡辺

本日の出席率 

会   員   数   65名    91.94% 

出 席 免 除   3名 7 / 2 6 出席率 91.94％ 

欠 席 者 数 5名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  川越・中村・戸高・大賀・尾上 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 人吉中央ＲＣ；渡辺・井手・安達・山賀 

 2720地区セミナー；中川    

８月の誕生祝い ８月の誕生祝い   

中村太郎会員   １９日  

岩井和彦会員  ２２日  

高山征治会員   ２３日  

宮原和広会員   ２３日  

釜田元嘉会員  ２７日  

８月の結婚祝い ８月の結婚祝い   

木村正美会員   ３０日  



ることは当然でありますが、緊急な議題はと

もかく、クラブの行動を決定する場合は、理

事会の前に例会において触れておいて頂いた

ほうが会員も情報把握ができるのではない

か、ということを申し上げました。 

以上、監査報告を終わります。 

 

【ニコニコ箱委員会】    青木一幸委員長 

・水俣ＲＣ深水会長.君島直前会長 人吉ＲＣ 

 の皆様一年間お世話になりました。今年度 

 もよろしくお願い申し上げます。   

・渡辺会長 水俣ＲＣ深水会長、君島直前会 

 長、牛深ＲＣ深川会長、ようこそいらっ 

 しゃいました。人吉ＲＣ会員の皆様、青少 

 年交流でご協力ありがとうございます。 

                   

・中川会員 牛深ＲＣの深川会長、水俣ＲＣ 

 深水会長、君島直前会長ようこそいらっ 

 しゃいました。           

・有村会員 水俣ＲＣ深水様と君島様のご来 

 訪を歓迎いたします。        

・井手幹事 水俣ＲＣ深水会長、君島直前会 

 長、牛深ＲＣ深川会長、ようこそお越し頂 

 きました。歓迎申し上げます。    

・堤正博会員 このたび、ロサンゼルスワイ 

 ン＆スピリッツコンペティションの焼酎部 

 門で最高金賞をいただきました。   

・延岡会員 熊本工業、３対２で勝ちまし 

 た。昨年度優良職員表彰をいただいた我が 

 社の坂本君の長男が背番号17でベンチ入り 

 しています。活躍を期待します。   

・伊久美会員 堤さんおめでとうございま 

 す。                

・岩本会員 ｢ロータリーの友」に寄稿文「四 

 国巡礼の旅」が載りました。     

・釜田会員 誕生祝い有難うございます。 

                   

・高山会員 誕生祝い有難うございます。 

                   

・木村会員 結婚祝いありがとうございま 

 す。                

【Ｒ財委員会】 

・中川会員 第11次青少年交流ホームステイ 

 では会員の皆様にご協力戴き、無事終了す 

 ることが出来、感謝いたします。たいへん 

 慶山ＲＣのメンバー・青少年も喜ばれてい 

 ました。              

・延岡会員 昨年度優良職員表彰をいただい 

 た我が社の坂本君の長男が背番号17でベン 

 チ入りしています。活躍を期待します。 

                   

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

会長、井手幹事、立山委員長、伊久美パスト会

長、葉山会員、堀尾里美さん、中川が随行し、

朝９時に鹿児島水族館、平川動物園に向けて出

発しました。気温３６度はあったと思いますが

熱中症にならず無事帰って来ました。その夜

ホームステイ先では、幽霊寺祭りや相良花火大

会など各家庭で連れて行ってもらったようで

す。子どもたちも喜んでおりました。 

 慶山メンバーの接待は、１日人吉旅館、２日

ブルーグラスでの二次会…お店に入り切れない

ほどの参加で大変盛り上がったそうです。赤池

パスト会長、片岡パスト会長、村山委員長、ご

参加頂きました会員の皆さんお世話になりまし

た。３日は二代目でお別れ会をいたしました。 

 参加協力を頂きました会員さんには自費で出

して頂くことになっております。ご請求が届き

ましたら宜しくお願いいたします。 

 お話の中で、鳥井会長年度に慶山ＲＣ創立40

周年が開催される予定とお聞きしておりますの

でお伝えしておきます。 

 最終日の４日、送り出しの時には晴れていま

したが、出発後に急変し大雨に見舞われたよう

で心配しておりましたが、無事着いたと朴委員

長からお電話を頂いた時、これで終了したと

ホッとしました。この度の事業にご協力いただ

きました会員皆様のお陰と改めて感謝し、報告

並びにお礼のご挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

【2012-2013年度会計･監査報告】 

 

    上田一精会計より 

   決算報告書収支の説明 

 

   

        赤池利光監査 

 ７月30日午後３時から人吉

ロータリー事務所において、田

中信也.赤池利光監査委員で人

吉ロータリークラブ2012-2013

年度一般、特別、周年行事積立

金、友愛基金、各会計について

の決算書類の監査を実施致しました。 

 監査の結果は、業務は当初計画に従い予算に

基づき誠実に行なわれており、又、財務諸表は

いずれも適正に表示されていることを報告致し

ます。 

 以上ですが、当日監査の所感として二点、会

長幹事さんにお話をさせて頂きました。     

 一つは、会合費の旅費宿泊費については毎年

理事会報告されていることなので規定としてお

かれてよいのでは、ということ。もう一点は、

クラブ運営については最終的に理事会で決定す


