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      渡辺洋文会長 
  

 今年度シドニーで開催される2014年ロータリー

国際大会（2014年6月1～4日）に行きたいまたは

行ってみたいと思われてる方は居られますでしょ

うか？後日案内を出しますので、ご検討下さい。 

 先週ご紹介しました、｢何故ロータリーに入会す

るのか？｣の問いに 2001～ 2002年ＲＩ会長のリ

チャード･キング氏が答えた資料の後半10項目をご

紹介させて頂きます。 

 その後、今年度のＲＩ会長ロン･Ｄ･バートン氏

の会員増強月刊のメッセージムービーを見て頂き

たいと思います。 
 
11. 余興 どのロータリー・クラブや地区にも

パーティーや活動があり、会員の職業人生に気分

転換をもたらしています。ロータリーの開催する

学術会議、大会、協議会、研究会では、ロータ

リー情報、教育、奉仕の他に余興を提供していま

す。 

12. 社交術の養成 毎週、そして様々な行事や活

動の場で、ロータリーは各自の対人、社交術を養

成します。ロータリーは人が好きな人々、あるい

は人を好きになりたい人々のための場です。 

13. 家族のためのプログラム ロータリーは、世

界屈指の青少年交換プログラムを提供していま

す：即ち、将来のロータリアン候補者のための高

校や大学のクラブ、配偶者のためのクラブやプロ

グラム、家族が家族であることの価値を高め、発

展させるための活動をします。 

14. 職業技能 各ロータリアンは、各自の職業や

専門職務の発展に貢献すること、すなわち、委員

会で奉仕することや、各自の仕事や職業について

青少年を指導することが期待されています。ロー

タリーは、会員ひとり一人がより良い医師、弁護

士、教師など（何であれ生計を立てている職業）

になるよう援助します。 

15. 倫理感の醸成 ロータリアンは各自の倫理基

準である4つのテストを実行します。ロータリアン

は、職業上および個人的関係において倫理的であ

ることが期待されています。 

16. 文化的意識 世界中で、実際ロータリーには

ほとんど全ての宗教、国家、文化、人種、信条、

政治的信条、言語、皮膚の色、民族性が存在しま

す。あらゆる背景を有する最も著名な世界市民の

断面図です。ロータリアンは他の文化について理

解し、至る所で人々を愛し、人々と共に働くこと

を学びます。その過程において、自国のより良 

い国民となります。 

17. 名声 ロータリーの会員は卓越した人々で

す。実業界、専門職務、芸術、政府、スポーツ、

軍事、宗教、その他あらゆる部門の指導者です。

ロータリーは世界最古の最も信望の厚い奉仕クラ

ブです。会員は、管理職、経営者、専門職者、す

なわち、意思決定を行い、方針に影響を与える

人々です。誰もがロータリーへの入会を勧誘され 

るわけではありません。 

18. 好人物との交際 何にもまして、ロータリ 
アンは好人物です。地上で最も好ましい人々で

す。彼らは、重要人物であることは好ましいが、

好人物であることの方がもっと大事だという方針

を堅守する重要人物です。 

19. 「公式信条」のないこと ロータリーには 

密かな握手も、秘密の方針も、公式信条も、秘密

の会合や儀式もありません。ただ他者を助けるこ

との重要性を信じる男女のための開かれたクラブ

です。 

20. 奉仕する機会 ロータリーは奉仕クラブで 

す。その仕事は人類であり、その製品は奉仕で

す。ロータリアンは社会、すなわち地元地域社会

と国際地域社会の両方に奉仕します。このこと

は、おそらくロータリアンになる第一の理由で

しょう。すなわち、誰か他者のために何かをする

通  算  2 7 6 4回 

2 0 1 3 年 8月 3 0日 

第  8  回  例  会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 水野虎彦委員長 



機会を与えられるのです。 

 なかなか１回聞いただけでは、解らないと思いま

すので、会報をもう一度お読み頂けたらと思いま

す。 

 

【メッセージムービー】 

『 ロン・バートンＲＩ会長からの 

 会員増強についてのメッセージ 』 

 

 

 

 

    井手富浩幹事 
 
 只今のＲＩ会長メッセージにもありました様に、

８月は会員増強拡大月間となっております。本日例

会におきまして、坂井会員の入会式及び内部卓話と

致しまして、会員増強拡大卓話を行います。会員の

皆様には、増強拡大に向けて新入会員の推薦を宜し

く御願い致します。 

【第３回定例理事会承認事項報告】  

①ローターアクト年次大会全員登録の件 

 (￥2,000/人）     

②坂井初男氏入会承認の件 

③片岡忠雄会員 退会（～9/30）の件  

④球磨川舟唄全国大会の広告依頼 

 ￥10,500（税込）広報委員会より支出  

【連絡事項】  

①青井阿蘇神社仝奉賛会より「宮地獄神社例大祭並 

 びに総代会、奉賛会合同会議」の案内が届いてお 

 ります。日時9/5(木)14：00から、場所は参集殿 

 です。→渡辺会長へ 

②米山記念奨学委員会セミナーの案内が届いており 

 ます。 日時9/28(土)13:30～16:00、場所は熊本 

 市男女共同参画センター「はあもにい」多目的 

 ホールです。会長、米山委員長、入会３年未満の 

 会員の皆様への御案内です。締切9/17まで  

③Ｕ－13「きじ馬カップ」サッカー大会協賛に対す 

 るお礼状が届いております。 

【配布物】 

 ガバナー月信９月号 

「豊肥本線各駅下車歴史文化の旅」冊子 

【回覧物】 

 多良木ＲＣ週報 

【例会変更・取止め】 

 八代東RC9/19(木)→9/21(土)17:00～ 

「サントリー九州工場見学及び観月会」に変更  

      

 

     戸高克彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

【親睦委員会】        村山能史委員長 
 

 

入 会 式 
 

 坂井初男会員 

 

新会員紹介        推薦者 山賀勝彦会員 

 坂井初男会員の入会をご承認いただきありがとう

ございました。従来、NTT人吉営業所の所長さんの

推薦人は、釜田パスト会長がされていましたが、今

回は釜田醸造所の次に我が社がNTTに近い為に、推

薦人として指名を受けた事と思います。本日は釜田

会員が所用でご欠席ですので、私が坂井会員のプロ

フィールを紹介させて頂きます。 

 坂井初男さん、51歳。 

 NTT西日本熊本支店人吉営業所所長。 

 職業分類は通信事業、分類は電気通信事業。 

 趣味はサッカーと読書だそうですが、お聞きする

ところ、サッカーは単なる趣味の領域を超えてい

らっしゃいます。松橋中学時代より頭角を現し、

サッカーの名門である熊本県立熊本農業高校から

NTT入社後、Jリーグ２部のロアッソ熊本の前身であ

るNTT九州サッカー部に在籍され活躍されました。  

 国体にも８年連続出場され、玉名高校のサッカー

部の監督も経験されている経歴をお持ちです。現在

も、熊本県シニアリーグに在籍されて活躍されてい

る清々しいスポーツマンです。サッカーを熱く語ら

れましたが、現在はゴルフも楽しんでいらっしゃる

そうで、人吉ロータリークラブのゴルフ同好会にも

是非入会されて下さい。 

 その他では、2011年３月の東日本大震災時には、

７月に２週間にわたりボランティア活動として宮城

県石巻市でテント生活をしながらの清掃奉仕活動を

されたそうです。 

 以上、簡単ですが坂井会員の紹介を終わります。

ロータリークラブは初めてだそうですが、楽しい

ロータリーライフをお過ごしください。 

 

本日の出席率 

会   員   数   66名    90.63% 

出 席 免 除   3名 8/16 例会取止め  

欠 席 者 数 6名 

出 席 者 数 58名 

＊届け出欠席 釜田・木村・赤池・尾上・齊藤・上田 
＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲(出席），山本 

ゴルフ愛好会８月月例杯成績 8/11球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 浦田 繁喜 48 47 95 23 72 

準優勝 中川 貴夫 41 41 82 7 75 

３位（ｶｰﾄﾞ） 石蔵 尚之 48 53 101 36 65 

４位 水野 虎彦 45 41 86 9.2 76.8 

５位 片岡 啓一 52 51 103 21 82 

BB賞 塚本 哲也 44 50 94 9 85 

敢闘賞 青木 一幸 53 51 104 18 86 

ドラコン  日向 ⑧ 
６９歳以下 水野虎彦 

７０歳以上 浦田繁喜 

ニアピン  

日向 ③  片岡啓一 

日向 ⑦  岩井和彦 

日向 ⑧  中川貴夫 

べスグロ  
６９歳以下   中川貴夫 

７０歳以上   浦田繁喜 



バッチ贈呈及び歓迎の言葉    渡辺洋文会長    

 坂井初男さんの入会を心より歓迎致します。坂井

新入会員は、岩本光義会員の交代会員として推薦さ

れ、当クラブの細則第１１条に基づき諸手続きを行

い理事会にて入会を承認されました。 人吉ロータ

リークラブに早く溶け込まれて、ロータリーライフ

を楽しんで下さい。 

  

入会者挨拶           坂井初男会員 

  釜田様、山賀様からご推薦頂き、皆

様より入会のご承認を頂き、ロータ

リーについて和田委員長様のレク

チャーを受け、本日入会となりました

ＮＴＴ西日本人吉営業所の坂井初男と

申します。皆様のご指導を頂きながらロータリーの

奉仕の精神を学んでいきたいと思っております。ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

所属委員会の発表        井手富浩幹事 

 坂井初男会員ご入会おめでとうございます。 

 坂井会員の所属委員会は、クラブ運営委員会の

「ＳＡＡ」と「親睦委員会」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。 

 

ロータリー情報委員会      和田栄司委員長 

  坂井初男会員のご入会おめでとうございます。先

月27日Ｒ情報委員会は、人吉ＲＣ細則第11条第4節に

より、ロータリーの目的及び会員の特典と義務、及

びロータリーに関する情報を提供しました。 

 Ｒ情報委員会では、細則第11条第６節により、新

しい会員の方がクラブに早く溶け込めるように援助

する会員を１名指名するとなっています。本日はご

欠席ですが、推薦者の釜田元嘉会員にその任をお願

いしたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫  
 
 愛甲康会員より、｢長男の結婚

を記念して｣ Ｒ財団、米山記念

奨学会へご寄付がありました。 

 

 

【会員増強委員会 月間卓話】   

                  地区会員増強・拡大委員会 

                          中川貴夫委員長 

 ８月は会員増強月間でありまして、プログラム委

員会より卓話の依頼がありお話をさせて戴くことに

なりました。先週の24日の土曜日、福岡にて地区研

修委員会が開催されました。木下パストガバナーが

委員長です。その研修については後日お話をさせて

戴きますが、本日は会員増強月間にちなんだ話をさ

せて戴きます。よろしくお願いいたします。 

 2013-2014年度国際協議会で、ロンD・バートンＲ

Ｉ会長エレクトは、「ロータリーを実践し みんな

に豊かな人生を」をロータリーテーマとして掲げら

れました。 

 私たちは皆、会社を良くし、地域を、日本を、そ

して、世界をより良くする活動に自ら参加したいと

思い、ロータリーに入会したのではないでしょう

か。 

 そうではありませんか？「昼飯食べて、例会に参

加するだけでよかけん」と言って誘われた方はい

らっしゃらないと思いますが。・・・・ 

 実は、私はそうなんです。私の推薦人は、小林清

市パスト会長と伊久美寛志パスト会長ですが、間

違っても、このお二人が言われたのではありません

よ。その時先に入会されていた会員が「どうせ、昼

飯食べんといかんし、入会出来れば、入会すれ

ば。」と言われていました。入会するに当たり、同

業者の元和泉会員に承諾を快く戴き、ハガキ選挙で

もよかったのでしょう。入会させて戴きました。18

年と２ヶ月前、生駒会長最終月の例会でした。 

 新会員の皆さんは、ロータリークラブに入会され

る時オリエンテーションがあり、ロータリー情報委

員長さんからロータリークラブについて説明があっ

たと思います。私の時には、現在、名誉会員の高嶋

康二さんに早瀬旅館にて「入会について・ロータ

リークラブの内容」など、熱心にみっちりとご指導

戴きました。当然ですが、“昼飯食べて、例会に参

加するだけのクラブ”ではありませんでした。 

 先輩に誘われて、人吉RC委員会、ＩＭ、各種研

修、周年行事、当然な事ながら年次大会などに参加

いたしました。新会員は、積極的に参加して下さ

い。仕事を都合して行くと、必ず為になる事があり

ます。それに気づくかは？本人次第ですが。まず行

かないと分かりません。 

 先輩に、誘われる事、頼まれる事、私は素晴らし

い事だと思いますし信用が少し出来たのでは無いか

と思います。私には大変、役に立っております。ま

た、素晴らしい先輩方にご指導戴き、現在に至って

いるのも事実です。 

 さて、先日、皆様にはお話しいたしましたが、7月

14日（日）2740地区（長崎・佐賀）の佐藤会員増強

委員長さんに呼ばれて武雄センチュリーホテルでの

クラブ奉仕・会員増強セミナー（約200名参加）に

行ってまいりました。そこで、指名を戴き、サクジ

作戦についてセミナーで話をさせて戴きました。 

 2740地区は、57クラブ、昨年度7月、会員数2161名

からスタートし2217名（2013年5月現在 ＋56名）で

推移しておりました。この地区は、2002年６月末に

2854名だった会員が2165名となり10年連続減少し689

名もの会員が退会されています。ところが今年は、

魔の６月を過ぎて48名の退会者は出ましたが、「７

月現在＋８名となりやっと減少に歯止めがかかりま

した。」と佐藤委員長が喜んでいらっしゃいまし

た。（2161名＋8名） 

 ところで、我が2720地区は、75クラブ会員数昨年7

月、2380名からスタートし2448名（2013年5月現在 

＋68名）でしたが、今年度７月スタート時会員総数

が、2375名となってしまいました。なんと－５名

だったのです。魔の６月といい、会員増強委員長と

しては、とてもショックな結果となりました。なん

と、６月に73名もの会員が退会されてしまいまし

た。大分地区では、大分RC・大分東RCが５名減、熊

本地区では、菊池RC18名（47名⇒29名）、熊本RC７

名、本渡RC５名、など合計73名もの退会者が出てし

まいました。松橋クラブが廃部となり現在、第2720



いけないなら、辞めてもいい」と言われたそうで

す。この方は、「ロータリーを実践されるので

しょうか？何故、ロータリーに入られたのでしょ

う？まあ、時と場合によってはできない事もある

と思います。頼まれた会員の心はどういう気持ち

になるでしょう？」 

 また、ロータリーを真に実践し、ロータリーの

奉仕と価値観を日々生かす決意をすれば、自分が

いかに素晴らしい影響をもたらすことが出来るか

見えて来ていると思います。その素晴らしさを、

皆に訴え仲間を増やそうではありませんか。 

思いやりの心を持って。 

ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】     青木一幸委員長 

・愛甲会員 息子、啓の結婚式に皆様御出席いた 

 だきありがとうございました。      

・坂井会員 本日入会いたしました。宜しくお願 

 いいたします。             

・安達ローターアクト委員長 理事会にてロー 

 ターアクト年次大会全員登録を承認頂きまし 

 た。来週は中央ＲＣと多良木ＲＣへアクトメン 

 バーと行って来ます。年次大会への多数のご参 

 加をお願いし、お礼に代えさせて頂きます。あ 

 りがとうございました。                 

・立山会員 坂井さん、入会おめでとうございま 

 す。私も釜田さん山賀さん同様、鍛冶屋町で 

 す。宜しくお願いします。               

・井手幹事 〇坂井初男会員入会おめでとうござ 

 います。〇片岡忠雄会員残念ですが、ありがと 

 うございました。〇中川地区増強拡大委員長、 

 卓話ありがとうございました。          

・和田会員 坂井会員おめでとうございます。私 

 も初めてのオリエンテーションで、十分話せた 

 か心配です。一緒にロータリーを楽しみましょ 

 う。よろしく！                         

・堤正博会員 〇愛甲先生の息子様のご結婚おめ 

 でとうございます。素晴らしいお嬢様で人吉に 

 とってもありがたいことです。〇坂井ＮＴＴ西 

 日本の営業所長様、ご入会を歓迎いたします。 

                                        

・有村会員 愛甲先生の息子さんのご結婚おめで 

 とうございます。ＮＴＴ坂井さんの入会を歓迎 

 いたします。                           

・伊久美会員 坂井初男さんの入会を歓迎いたし 

 ます。                                 

・青木会員 〇8月ゴルフ敢闘賞ありがとうござい 

 ます。何事も勉強！良い経験をさせてもらいま 

 した。〇坂井所長のご入会を歓迎いたします。 

                      

・浦田会員 8月度ゴルフ優勝しましたので。  

・中川会員 ゴルフの賞品2位を戴きありがとうご 

 ざいます。               

・渕田会員 会議のため早退致します。   

【Ｒ財委員会】 

・山賀会員 坂井会員の入会を心より歓迎申し上 

 げます。楽しいロータリーライフをお過ごし下 

 さい。                 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

地区は、74クラブになって先ほど話しましたように

会員数2375名になってしまいました。 

 各クラブも年配の方々がいらっしゃるので現状維

持できるくらいは常に考えておきたいものです。 

 しかし、多くの退会者が出るというのは、何かあ

る事（クラブにおいて）は間違いないのですが、

ロータリアンの退会防止を第一に考えなくてはいけ

ないのでは無いかと、考えさせられる事も多くなっ

たような気がします。入会された会員の指導・教育

が特に重要になってきたように思います。 

 指導・教育と言いましても、高飛車的な事でな

く、また難しい事では無くて「規約にそって、どう

すればクラブがうまく動くか？みんなが喜ぶか？楽

しいクラブになるかを考えれば？」おのずと道は開

けて来るのだと思います、大きな事でとらえると相

手に対して思いやりが少なくなって来ているのでは

無いかと思います。 

 人吉RCを創設された21名の大先輩会員の思いが時

と共に薄くなって来ているようにも思います。それ

も、これも、私達の指導が不足していたのではと反

省しなければならないのでしょうか。RIの規則も

年々変わってきますが手続き要覧に従い運営してい

かなければなりません。 

 いつも、私はこの話をしますが、運営について肝

に銘じているのは、委員会は、「委員長ひとりで行

うものではありません。楽しく、そして、うまく運

営するには委員会を必ず開いて進めるのがベターで

す。」と教えて戴いた先輩の事を話します。 

 今回、国際奉仕委員会委員長になり青少年交流事

業が無事に終われたのも、立山奉仕プロジェクト委

員長と相談しながら、会員の皆さんに協力を戴いた

事、また鳥井クラブ管理運営委員長の村山親睦委員

長、漆野SAA委員長が開催される委員会に参加させ

て戴き協力を戴いたからこそ無事に終了する事が出

来たと思っています。 

 私が何度となく、例会でここに立って「是非協力

をお願いいたします。と話しても」耳に聞こえては

いるが頭で理解された会員は何人いらっしゃっただ

ろう？と思いました。数人は、直接会員さんと話を

してお願いいたしました。委員会メンバーにも、永

尾副委員長にも話をし、有村先輩にもお願いし協力

を戴きました。バタバタしていて、全会員の皆様一

人一人にはお願い出来ませんでしたが。怪我もなく

終わったことにホットしているところです。 

 今度は、私が、お返しをする番ですので、「自分

から何か手伝いする事はありませんか？」と申し出

るようにしようと思っています。 

 これが、ロータリー活動に必要な事では無いかと

思います。会員増強だけでは無く教育も大きな問題

では無いかと思います？ 

 ここにいらっしゃる会員の皆様は、会社に帰れば

会長であったり社長であったり院長先生・理事長・

支店長・所長さんであったり、その団体・会社の代

表であります。自分より、年配の方々には特に敬意

を払ってお話をしなければならないのは当然だと思

いますが、ロータリーに入会されればみんな同じ

ロータリアンではありませんか？ 

 先日、あるクラブにお邪魔した時にお話をされた

のですが、そこの会員さんが、「委員長をしなくて


