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     渡辺洋文会長 
 
 お盆休みも終わったという

のに､相変わらずの猛暑が続

いています、夏バテしないよ

う体調管理には十分ご注意下

さい。 

 花火大会も無事終わり､16

日の早朝清掃には多くのご参

加ありがとうございました。 

 盆休みに２回ほど釣りに行きましたが、釣

果はさっぱりでした。こんな時船頭さんや釣

り仲間と、「台風が来て海の水をかき混ぜて

くれないとだめだよね。」と言う話をするの

ですが、今年は特にこの猛暑で､水温がぐんぐ

ん上がり、塩分濃度が上がり､酸素濃度が低下

するという､お魚さん達にとっては過酷な環境

になっている訳です。台風が来て海の水を攪

拌する事で、水温や塩分濃度が下がり､新鮮な

酸素を海底まで届けてくれると、お魚さん達

が元気になって､餌を盛んに食べ始めるから釣

り人もうれしい、自然は良く出来ているなと

思います。ただ、今世界中で異常気象が多発

し、自然の法則がうまく機能しなくなってき

ているのかもしれないと言う一抹の不安は有

りますが。 

 温暖化温暖化と騒いでいますが、一説によ

ると地球は寒冷化（氷河期）に向かっている

と言う学者が居ます。太陽の活動が急速に低

下しているからだそうです。今年の一月に

は、寒波に襲われているシベリアのマイナス

55度と猛暑のシドニーの45度、なんと寒暖の

差は100度に達したそうです。今や地球は温暖

化と寒冷化が同居し 、季節や場所によって暑

さと寒さが極端になって来ている、これが寒

冷化｛氷河期｝の前触れだと言っています

が、いずれどちらかに収束していくことにな

るのだろうと思います。その前に人類は更な

る異常気象に遭遇し、想像を絶する艱難辛苦

を味わうことに成るのかも知れませんね。 

 今日は、「何故ロータリーに入会するの

か？」と言う質問に対して、2001年～2002年

ＲＩ会長のリチャード・キング氏が答えた資

料がありましたので、ご紹介したいと思いま

す。ご存じの方も居られるかと思いますが、

特に新入会委員の方には聞いて頂きたいと思

います。 

 20項目有りますので、今日は10項目をご紹

介いたします。 

  

1. 友情 ますます複雑化する世界で、ロータ 

   リーは、最も基本的な人間のニーズの一つ 
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   である友人と親睦を提供します。これは 

   1905年にロータリーが創設された２つの理 

   由の中の１つです。 

2. ビジネス上の発展  ロータリーが創設さ 

   れたもう１つの元々の理由です。誰でも 

   ネットワークが必要です。ロータリーは全 

   てのビジネス社会を網羅する横断的な組織 

   です。会員は、あらゆる職業の人々が参加 

   しています。ロータリアンはお互いに助け 

   合い、団体として他者を助けます。 

3. 個人的成長と発展 ロータリーの会員は、 

   人間関係を発展させ、自身を切磋琢磨する 

   ために、教育を受け、個人的に成長し続け 

   ます。 

4. リーダーシップ開発 ロータリーは、指導 

   者や成功者から成る組織です。ロータリー 

   で役職に就いて奉仕することは、いかにし 

   てリーダーたちを奮起させ、影響を与え、 

   導くかという、リーダーシップの大学教育 

   のようなものです。 

5. 地域社会の市民たること ロータリー・ク 

   ラブの会員となることは、より良い地域社 

   会の構成員となることです。一般に、ロー 

   タリー・クラブは地域社会の最も活動的な 

   市民から構成されます。 

6. 教育の継続 ロータリーでは、毎週、地域 

   社会、国、世界で何が起っているのかとい 

   う情報を与えるプログラムが用意されてい 

   ます。さまざまな講演者が各人各様な議題 

   について話します。 

7. 楽しみ ロータリーは楽しい所です。大変 

   楽しい所です。どの会合も楽しく、クラ 

   ブ・プロジェクトも楽しく、社交活動も楽 

   しく、奉仕も楽しいのです。 

8. 人前で話す術の養成 ロータリーに入会す 

   る人々の多くは、人前で話すのを怖がりま 

   す。ロータリーは人前で講演するための自 

   信やこつを身に付けさせ、その機会を与え 

   ます。 

9. 世界の市民たること どのロータリアンも 

   「国際ロータリー」と書かれたピンを身に 

   つけます。そして、その誰もが188カ国、地 

   域にある28,000のクラブへの出席を歓迎さ 

   れ、奨励さえされています。地球上で、 

   ロータリー・クラブのない所はほとんどあ 

   りません。各自の地域社会で、世界の地域 

   社会で、直ちに友人を持つことになりま 

   す。 

10. 旅行中の援助 ロータリー・クラブは至る 

   所にあるため、これまでに多くのロータリ 

   アンが、旅先で、医師、弁護士、ホテル、 

   歯科医、助言など必要なものをロータリー 

   を通して即座に得ています。 

  何故ロータリーに入会するのか、目的は何な

のかと言う事を、もう一度考えてみる必要が有

るのかも知れません、目的を明確にする事が、

参加意識を高める為の１つの方法かも知れない

なと思います。 

 

 

 

    井手富浩幹事 
 

【理事会承認事項】        

 新会員候補者 坂井初男氏の入会が決定致し

ましたので、和田ロータリー情報委員長へオリ

エンテーションをお願いします。早急に入会手

続、入会式を行いたいと思います。  

【連絡事項】  

①本日2013～2014年度会員の栞を配布致しま 

  す。誤字、脱字等ありましたら早急に事務局 

  まで御知らせ下さい。 

②青井阿蘇神社奉賛会より理事会の開催案内が 

  届いております。    

    日 時：8/26(月)10：00～ 

    場 所：参集殿→渡辺会長へ 

③RID2720地区ローターアクト松田志朗地区代 

 表、人吉RAC真鍋豊宏会長、桝田賢実行委員 

 長より、第29回年次大会会登録の案内が届い 

 ております。   

    日 時：10/12(土) 10/13（日） 

    場 所：「あゆの里」    

    テーマ：「ピーススマイル」 

  会員の皆様の多くの登録を御願いします。 

④「球磨川音楽祭 ｗｉｔｈ 木野雅之」のパン

フレットが届いております。   

日時： 9/13(金)19：00～ 場所：カルチャー

パレス大ホール     

大人￥2,500/小中学生￥1,000 事務局の方ま

で申込み下さい。 

⑤ロータリーの友事務所より「ロータリー友手

引書」が届いております。   

 大賀雑誌委員長へお渡しします。  

⑥第60回人吉球磨総合美展のポスター及びチラ

シが届いております。    

 会員の皆様へ配布致します。 

【回覧物】 

1.八代ＲＣより週報が届いております。  

2.ハイライトよねやまが届いております。 

【例会変更・取止め】 

八代南ＲＣ9/17(土)18:30～観月会の為   

熊本東ＲＣ9/17(火)12：30～  

  ３ｸﾗﾌﾞ合同ガバナー公式訪問例会 

熊本東南ＲＣ9/18(水)例会を9/20(金)12：30～

熊本北ＲＣ 9/19(木)18：00～   

 

 



    戸高克彦委員長 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【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です。人吉

市花火大会翌朝に行なわれたクリーン人吉早朝

清掃には朝早くから25名の参加協力を頂き有難

うございました。お蔭様できれいになりまし

た。町内や職域等で参加された方はメークアッ

プになりますので出席委員会にお知らせ下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人吉ローターアクトクラブ】 
  国際ロータリー第２７２０地区 

 ローターアクト第２９回年次大会のご案内 

                      真鍋豊宏 会長  

                         桝田 賢実行委員長  
  

 皆様こんにちは。本日は平成

25年 10月 12日 (土 )、10月 13日

(日)に開催する第29回年次大会

のご案内に参りました。今回の

テーマは｢ピーススマイル｣で

す。普段実感することのできな

い平和へのアプローチを、身近に、コミカル

に、実感することができる大会とすべく、現在

クラブ一丸となって全力で準備を行なっており

ます。ホストクラブであります人吉ＲＣ会員皆

様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げま

す。ご参加を心からお待ちしております。 

大会スケジュール 

 
  
 
   マルチプルポールハリスフェロー 

       認証ピンの贈呈 
 
   渡辺洋文会長    葉山稔洋会員 

 

 

 

 

 

  

 

 

【ビデオ上映】 

  

 心に残るロータリー体験を共有することの力 

         ジェニファー・ジョーンズ 

         ロータリー公共イメージ・コーディネーター 

               （ゾーン29） 

 

 優れたスピーチと

は、「印象的なストー

リ ーを 語る こと」で

す。そして、人間味を

出し、聞き手の心に訴

えることです。まず、

これまでに体験したこ

とを見つめ直し、それらの体験から得た教訓を

あらためて理解することです。そして、その体

験を伝えるのです。 

 ロータリーの120万人の会員が、ロータリー

の卓越した活動の語り部となれたら素晴らしい

と思いませんか。 

 私たちがロータリアンとして行うことはすべ

て、ロータリーのイメージとブランドに影響を

及ぼします。つまり、説得力のある方法でス

トーリーを語ることは、ロータリーに対する

人々の認識に良い影響を与えることなのです。 

  30年前、ある教会の年次行事に出席し、ゲ

ストスピーカーの話を熱心に、素直に聞いてい

た私は、まだ自分の将来やキャリアについてあ

まり考えたこともない10代の若者でした。その

本日の出席率 

会   員   数   65名    74.19% 

出 席 免 除   3名 8 / 9 出 席 率 91.94％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 宮山・立山・延岡・尾方・塚本・漆野・大久保・中村 

         木村・小林清・北・外山・青木・小林祐・尾上・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ SAA.親睦 家庭集会；葉山･中村･原田･青木･片岡啓  

10月12日(土) 
15:00～16:00 受付 

16:00～17:00 開会式 

17:00～18:00 基調講演 

（写真撮影・会場ﾚｲｱｸﾄ変更） 

19:00～21:00 懇親会 

21:30～23:30 ２次会 

10月13日(日) 
7:00～9:00  朝食 

9:30～12:00  全体会 

12:00～13:00 昼食 

13:30～13:30 閉会式 

13:30 解散 

   登録料；2000円  懇親会；5000円 

   ２次会 ；2000円  昼 食；1000円 

8 / 2例会出席率  79.03％ 

補  填  数 14名 

修 正 出 席 率 100％ 

＊メークアップ 

人吉中央RC；山賀･中川･安達･中川 

多良木RC；中川･渡辺･井手 

地区Ｒ財団委員会；中島･和田 

SAA.親睦 家庭集会 

      渡辺･井手･有馬･尾上        



ロータリアンとのつながりを深める最強の道

具となります。 

 私が幼かったころ、おじのジャックは私

に、ディズニー映画の挿入歌「ジッパ・

ディー・ドゥー・ダー」をいつも歌ってくれ

ました。この歌は、すべてがパーフェクトな1

日を歌ったものです。 

 ありふれた経験が、実は自分自身を形作っ

ていくものです。たった一人の存在でも、人

生に大きな影響を与えることがあります。 

 このおじは、私が10代になった頃、少し離

れた場所に引っ越してしまったので、昔のよ

うになかなか一緒に時間を過ごすことができ

なくなってしまいました。それでも、彼の前

向きな性格は、それからも私に影響を与えま

した。 

 数年前、おじは末期の病であると診断され

ました。その後、年末に行われたロータ

リー・クラブの例会で、あるグループによる

歌の披露がありました。その歌を聴いて私の

心は張り裂けそうになりました。というの

は、その歌が、幼い頃のあの思い出の曲だっ

たからです。歌を聴きながら、おじと心がつ

ながった気がしました。その例会の夜、おじ

に電話をしました。あまり話ができる状態で

はありませんでしたが、私が例会での出来事

を話したとき、おじの声に活気がよみがえる

のを感じました。 

 数週間後、私たち家族はおじの葬儀に向

かっていました。小さな葬儀で、とても静か

に時間が流れていました。そして、そこで起

こったある出来事によって、私のストーリー

は魔法の力を帯びることになったのです。 

 親戚と話をしていたところ、1人の男性が

入ってきました。私は自分の目を疑いまし

た。なぜならその男性は、例会であの曲を

歌ってくれた、おじと私をつなげてくれたそ

の人にほかならなかったからです。違う場所

から、お互いに4時間かけて、同じ場所にたど

り着いたのです。話を聞くと、その男性は、

おじの親友だということが分かりました。何

と嬉しいことでしょうか。ロータリーでは、

毎日のように、このような素晴らしいことが

起こりうるのです。すべての人々の関係をつ

むぐ、小さな糸を見つけるため、私たちは常

に目を見開いていなければなりません。 

 心に残るロータリー

体験とは、そのような

魔法がかかった瞬間を

説明するものなので

す。 

 今年の皆さまの仕事

は、仲間のロータリア

ゲストスピーカーとは、デトロイトのニュース

キャスターだったモート・クリム氏でした。私

にとって雲の上の存在だったクリム氏の話を聞

きながら、知らず知らずのうちに私の将来が形

作られていったのです。彼の誠実な話し方、敬

意が込められた表現、そして何より、愛情のこ

もったメッセージに魅了され、私は彼の話に一

心に聞き入りました。 

 どうすれば、人に決定的な影響を及ぼすこと

ができるのでしょうか。その答えは、言葉の持

つ力だと思います。私たちは普段、その力を見

落としがちです。言葉の持つ力によって、最悪

な1日が良い1日になったり、絶望が希望に変

わったり、子どもが大人になっていくのです。

教会での体験から30年、私はクリム氏にはお目

にかかっていませんが、彼の言葉が私の将来を

形作ったことは明らかです。私も、彼と同じよ

うに、放送業界で働くことになったのです。 

  ここで皆さまに理解していただきたいのは、

言葉には力があるということ、そして、ご自分

の言葉で、素晴らしさ、力、愛情と憎悪、戦争

と平和などを伝えられるのだということです。 

 数年前、私は、あるコンクリート作りの教会

で、ハイチの言葉、クレオール語での神父の説

教を聴く機会に恵まれました。説教の後、私は

神父に、信者にどのような話をしたのか聞きま

した。すると彼は、平和は一人ひとりから始ま

ること、どこででも平和は実現できるという信

念を持つこと、また、平和は培われるものであ

ることを話した、と教えてくれました。信者は

一心に彼の説教に聞き入り、大きな喜びととも

に歌を歌いました。政治不安や混乱に悩む国で

は、通常、このような説教がまるで新年の抱負

のように空しく聞こえることでしょう。しか

し、この教会の人々は、平和、高潔性、尊厳、

そして何よりも愛情を信じていたのです。 

 今この場にいらっしゃる皆さまは、それぞ

れ、素晴らしいロータリーのストーリー、つま

り、心に残るロータリー体験をお持ちであると

思います。その体験を誰かと共有することに

よって、皆さまはその人たちの人生を変えるこ

とができるのです。 

 シンプルでごく普通のことでも、気持ちを込

めて伝えれば、並外れたものになります。 

 今年、ロータリーは、ロータリーの公共イ

メージを向上させる、強力な枠組みを打ち出し

ています。そのような中で、私たちが語れるス

トーリーは何でしょうか。そして、それをどの

ように共有できるでしょうか。 

 ほかの人に伝える最善の方法は、皆さん自身

の言葉でストーリーを語る、ということです。

皆さんの人生は、それぞれ個人的な出来事や逸

話で満ちあふれていると思いますが、それは



るにつれて、心を通わせる

ことができました。 

マリーさんは、私たちの食

事担当でしたが、毎日素敵

な笑顔を見せてくれ、私は

そんな彼女を抱きしめずに

はいられませんでした。 

 ハイチを離れる時、彼女が私に小さな木の

箱をプレゼントしてくれました。その箱は、

よく浜辺で露店商人が売っているような種類

のもので、私だったら、荷物になるので絶対

に買わないようなタイプのものでした。で

も、マリーさんがくれたこの箱は違います。

見た目の問題ではなく、中に入っているもの

が違うからです。（ジョーンズ氏は箱の中を

見せながら）皆さんには空っぽに見えると思

いますが、私にとっては、たくさんの愛情が

詰まっています。 

 彼女はこの箱の中に入れるものが何もな

かったのかもしれません。でも、彼女は私に

すべてを与えてくれました。 

 皆さまにこの話をするのは、皆さまご自身

も今年、マリーさんのように、誰かの人生を

変えることができると思うからです。ご自分

の経験を基に、素晴らしいストーリーを描い

て、それを共有することで、皆さまの言葉

は、人を行動に駆り立てる力となるのです。 

 最後に、私が気に入っている「心に残る

ロータリー体験」をお話したいと思います。 

私の地区は、米国とカナダの両国にまたがっ

ているため、週に2、3回国境を行き来しま

す。ガバナーを務めていた頃、私はこの国境

越えを200回以上繰り返していました。入国検

査で車を止める度に、国境を越える理由につ

いて、山のように質問されました。ある日、

明らかに不機嫌そうな審査官に出くわしまし

た。 

 怖い顔をして、腕組みをしたこの審査官

が、私に行き先を尋ねてきたので、ロータ

リーの会合に出席すると答えました。する

と、しかめっ面をして、「ロータリー？何だ

それは」と聞いてきました。少し生意気だっ

たかもしれませんが、私は、どのくらい詳し

く説明したらよいのかと彼に尋ねました。彼

は大声で、「とにかく何なのか説明しろ」と

言うのです。 

 そこで私は、ロータリーは地元や海外で人

道的活動を行う120万人の会員から成る組織で

あると伝えました。すると彼はまた怒鳴っ

て、「それで、何をやっているんだ」と聞い

てきました。 

 私のクラブが行っているプロジェクトやプ

ログラムについて話しましたが、彼はまだ物

ンの意欲を高め、熱意を吹き込むことです。そ

してそれを行うために、皆さまの言葉の力を発

揮していただきたいと思います。 

 その第一歩は、皆さまが訪問する各クラブで

スピーチを行うことです。ロータリアンとして

の皆さま一人ひとりの活動を物語る、どんなス

トーリーを話すかを考えてみてください。ポイ

ントは、自分自身の体験である必要はない、と

いうことです。 

 ここで、目的は同じでも、語り口の違う2つ

のストーリーをお聴きください。どちらの方が

インパクトが強いか考えてみてください。 

 まずは1つ目です。毎年200万人以上の人々

が、きれいな水や衛生設備が利用できないため

に命を落としています。国連は、サハラ以南の

アフリカでは、水汲みのために、1年に400億時

間の労働が費やされていると推定しています。

これは、フランスにおける1年の全労働力に匹

敵します。1978年から2009年にかけて、ロータ

リー財団は、水に関するプロジェクトを支援す

るため、総額5,270万ドルに上る、4,900件の補

助金を授与しました。水は命を支えるものです

ので、大変重要な活動であると言えます。 

 では、この水に関するストーリーを次のよう

な語り口で紹介したらどうでしょう。これは、

元RI副会長のトム・ソーフィンソン氏が繰り返

し紹介してきたストーリーで、ドミニカ共和国

とハイチにおけるご自身の体験を基にしていま

す。ソーフィンソン氏はこの2カ国を度々訪

れ、きれいな水の確保のための活動を支援して

きました。ある日、ロータリアンが村の長老と

話をしている時、その長老が核心を突く一言を

述べました。「この井戸のおかげで、子どもた

ちはもう死ななくて済む」と。この長老の一言

で、誰もがきれいな水の重要性をすぐに理解で

きます。このストーリーには、人間味というも

のがあります。細かい数字や統計を並べたり、

井戸を掘ってくれるようにお願いするような語

り口ではありません。「この井戸のおかげで、

子どもたちはもう死ななくて済む」という長老

の一言が、問題の核心を見事に表現していま

す。 

 1つ目の語り口でご紹介した数字や統計を覚

えている方はいらっしゃいますか。もちろん、

統計を使うことも時には大変重要ですが、どれ

だけ説得力があったとしても、聞き手の記憶に

残ることは難しく、ましてやほかの人に伝えよ

うとするのも困難になります。 

 私がハイチに滞在していた時のことですが、

マリーさんというとても話し方のやわらかい、

優しい女性に出会いました。母親でもあり祖母

でもある彼女とのコミュニケーションは、言葉

の壁でなかなか大変でしたが、毎日顔を合わせ
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     点 鐘  渡辺洋文会長 

足りないようでした。さらに、きれいな水、保

健、飢餓、識字率向上、そしてポリオについて

も説明しました。すると、彼が前かがみになり

ました。 

 ポリオ？ポリオはなくなっただろう」と言う

ので、確かに世界のほとんどの国でなくなって

いるけれど、まだ4カ国で残っていて、ロータ

リーは最後の1人の子どもまで救うために活動

を続けている、と言いました。 

 ここへ来て、彼の態度が変わりました。ロー

タリーの活動についてもっと知りたい様子で、

「エイズはどうなんだ。エイズについてはどう

するつもりなんだ」と聞いてきました。私は、

エイズ、マラリア、結核、その他多くの疾病に

取り組んでいるたくさんのロータリアンがいる

ことを伝えました。 

 そこで彼は、「世の中には時間を持て余した

人がそんなにたくさんいるのか」と言ってきた

ので、私は、「いいえ、違います。この世の中

には、時間がなくても人を助ける活動に身を投

じている人がたくさんいるんです」と答えまし

た。 

 すると、彼は涙ぐみ、私の目を見て、「その

人たちに、ぜひお礼を言ってくれ」と言いまし

た。それを聞いて私も涙ぐんでしまいました。

彼はさらに、「最高の1日にしてくれてありが

とう」と言うので、私は、「私の1日を最高に

してくれたのは、あなたの方ですよ」と返しま

した。 

 この審査官に頼まれた通り、この場を借りて

皆さまにお礼を申し上げたいと思います。素晴

らしい活動を続けてくださり、本当にありがと

うございます。 

 ロータリーという組織から感動を与えられた

からこそ、皆さまは今日この場にいらっしゃる

のです。皆さまのストーリーを伝えるというこ

とは、クラブに熱意を吹き込み、会員の活力を

取り戻し、来る年度へ備えることを意味してい

ます。 

 皆さま、これこそが平和を築くことです。一

つひとつストーリーを語りながら、平和を築い

ていこうではありませんか。 

ご清聴ありがとうございました。 
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ロータリーの方針と手続 

 

RI定款、RI細則、標準ロータリー・クラブ定

款は、国際ロータリーの方針と手続の基盤と

なる文書で、規定審議会のみによって改正さ

れます。 すべてのクラブと地区には、規定審

議会に立法案を提出することによって組織規

定文書に対する変更と改正を提案する権利が

あります。審議会の決議は、ロータリーの最

も重要な活動に影響を与えることもありま

す。 クラブと地区の指導者が、ロータリー 

と自分たちの責務に関する方針・手続を理解

するのに役立つ「手続要覧」の組織規定文書

が掲載されています。 

要覧は、3年ごとに規定審議会後に発行されま

す。 RI理事会も方針を決定し、これは「ロー

タリー章典」としてまとめられます。 
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