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    会長 渡辺洋文 
  

  ＲＩのホームページが新しくなったのはご存

じでしょうか？ロータリーのリーダーである皆

さまには、新ウェブサイトの機能をご理解いた

だき、利用を推進していただけますようお願い

申し上げます。と言う依頼がＲＩより届いてお

りましたので、ご紹介したいと思います。 

  ロータリーの新しいウェブサイトへようこ

そ。これまで「もっと早く作動するウェブサイ

トがほしい」「資料をもっと探しやすくしてほ

しい」といった声が多く挙がっていましたが、

ロータリーはそのようなご要望にお応えし、

ウェブサイトの再構築に取り組んできました。

新しく完成したウェブサイトでは、すっきりし

たモダンなデザイン、最新テクノロジーを活用

した数々の機能が大きな特徴となっています。 

 会員の皆さまからこれまでに寄せられたご意

見にくわえ、新しいアイデアを取り入れたこの

サイトでは、会員やローターアクト、インター

アクト、学友をはじめとするロータリーファミ

リーが交流し、アイデアを広げ、地域社会や世

界で行動するためのプラットフォームが提供さ

れています。 

 ロン・バートンRI会長は次のように語りま

す。「ロータリーの新しい顔となるこのサイト

に大きな期待を寄せています。ロータリアンが

互いに結びつき、新しい出会いをつくるきっか

けにもなるでしょう」 

 新しいウェブサイトは、一般向けサイトと

ロータリーファミリー用サイトの2部から成って

います。一般向けサイト、Rotary.orgには、入

会候補者、ボランティア、支援者といった方々

向けに、分かりやすく魅力的なかたちでロータ

リーのストーリーや参加方法を紹介していま

す。  

 登録者専用サイト、「My ROTARY」からは、

ロータリーの活動や運営に必要なあらゆる情報

やツールがご利用いただけます。アカウントを

作成し、ログインすれば、よく見る情報や資

料・書式にアクセスしやすくなるほか、以下の

ようなメリットがあります。 

 

・自分のプロフィールを自由に編集し、紹介す 

  る。フォーラムのグループに参加したり、新 

 しいグループを立ち上げる 

・クラブの活動を支援してくれるボランティ 

 ア、協力団体、寄付者を見つける 

・マイページから、重要なリンクや資料、オン 

 ラインコミュニティの情報を見る 

 

 My ROTARYのアカウントをつくるのに、会員で

ある必要はありません。会員（または特定の役

職の会員）しか見られない情報もありますが、

会員以外の方も自由にサイトにご登録いただけ

ます。ロータリーを通じて地域社会や世界に役

立ちたいと考える人びとをつなげることも、こ

のサイトの目的の一つです。 

 新サイトは、新しい色、タイポグラフィ、ロ

ゴをつかったフレッシュなデザインを採用し、

ロータリーを生き生きと紹介しています。   

 これらの新しいデザイン要素と「ボイス」

は、ロータリーのイメージ向上と、一般および

会員からの参加促進を目的としたロータリー活

性化の取り組みの一環でもあります。 

 新サイトは、画面のサイズに応じて表示デザ

インが自動的に変わるテクノロジーを取り入れ

ているため、タブレット型端末やスマートフォ

ンでもご利用いただけます。デスクトップ版

は、最新のブラウザ（Internet Explorer 9もし
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くはそれ以上、Chrome、Firefox、Safari）をお

使いいただく必要があります。 

 使いやすくなった検索とナビゲーション 

新ウェブサイトで改善された点をいくつかご 紹

介します。 

・わかりやすいカテゴリー別に、これまでより 

 も情報を見つけやすくなりました 

・ナビゲーションのデザインが新しくなり、見 

 たい情報を開きやすくなりました。画面上と 

 下にメニューがあり、上のメニューからは、 

 下位メニューを直接お選びいただけます。 

・検索機能も改善されました。これまでよりも 

 早く、より関連度の高い検索結果が得られる 

 ほか、絞り込み検索も可能になりました。 

資料ダウンロードでは、カテゴリー別に資料が検

索できるほか、人気のダウンロード資料がピック

アップされています。 

・これまで「会員アクセス」でご利用いただい 

 ていたツールや機能も、新しいサイトに統合 

 されています。パスワードで保護されたこの 

 サイトからロータリーの手続きも一括して行 

 えるため、大変便利です（従来の「会員アク 

 セス」の機能の多くは、クラブと地区の運営 

 からご利用いただけます）。 

・サイトのコンテンツとナビゲーションが整理 

 され、ページの移動がしやすくなりました。 

さっそくご利用ください 

 サイトの新機能はほかにもたくさんあります。

まずは実際に利用してみることをお勧めします。

各セクションを探索し、フォーラムのグループに

参加して投稿したり、クラブの奉仕プロジェクト

の情報を紹介したり、世界中のロータリーのプロ

ジェクトを閲覧してみましょう。また、ご利用の

感想もぜひお知らせください。   

 どのような大がかりな取り組みも、はじめから

100％完璧とはいかないものです。このサイト

も、皆さまからのご意見やご感想をもとに、新し

いコンテンツや機能を加えながら、改善されてい

きます。  

「さっそく登録して、ご自分のプロフィールをつ

くってみてください。特に、ロータリークラブ・

セントラルを積極的にご利用ください」とロン・

バートン会長。「大きな前進となるこの新しい

ウェブサイトを、多くの皆さまにご活用いただけ

ることを願っています」 

 

 

    幹事 井手富浩 
  

【連絡事項】  

①荒尾ＲＣより創立35周年記念式典参加の御礼が 

 届いております。参加された皆様、ありがとう 

 ございました。    

②青井阿蘇神社例大祭「おくんち祭り」斎行に伴 

 う奉賛金協賛の依頼が届いております。特別会 

 計に￥10,000の予算を組んでおりますので支出 

 します。    

③熊本県共同募金会人吉市支会より「おくんち祭 

 り」街頭募金の協力依頼が届いております。→ 

 立山社会奉仕委員会にお渡しします。 

④前々回例会で案内しました地区米山記念奨学委 

 員会セミナーの締切が本日までとなっておりま 

 す。現在４名の登録を頂いておりますが、入会 

 ３年未満の会員の方で、まだ返事を頂いてない 

 方に確認させて頂きます。  

⑤人吉新聞社より「県民体育祭」の広告依頼が  

 届いております。広報委員会にて予算化されて 

 おりますので、￥10,500（税込）支出します。 

⑥「ロータリーの友」英語版の注文書が届いてお 

 ります。ご希望の方は事務局までお申し出くだ 

 さい。    

⑦ロータリー情報冊子のご案内が届いておりま 

 す。各テーブルにパンフレットを配布しており 

 ますので、ご希望の方は、事務局までお申し出  

 ください。   

【回覧物】       

 八代ＲＣより週報 

【例会変更・取止め】     

 熊本北RC9/26→親睦例会の為18：30～ 

            「ホテルキャッスル」

  

   戸高克彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新世代委員会】      馬場貞至委員長 

 新世代委員会より来週の例会のお知らせです。

９月新世代のための月間ということで、熊本のラ

スカーラ・オペラ協会から代表の岩本貴文さん、

ソプラノの宮本恵理さん、ピアニスト白石由子さ

んをお招きして、歌と、熊本のオペラ文化につい

て想いを語って頂きます。 

 当日午前中は新世代副委員長の渕田会員事業所

の保育園へ伺い、園児の皆さんと歌を通して交流

をすることになっており、その後、例会へ来て頂

きます。皆様どうぞ宜しくお願いします。 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

 皆様にＦＡＸ案内が届いていると思いますが、

第29回年次大会のタイムスケジュールのご説明を

致します。会場はあゆの里になります。10月12日

＊届け出欠席  

  浅野・田中・北・齊藤・中村・尾上・村山・小林祐・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

  新世代・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会合同家庭集会；渡辺・井手・安達 

  人吉RAC例会；武末・安達  

本日の出席率 

会   員   数   66名    85.71% 

出 席 免 除 3名 8 / 3 0 出 席 率 90.63％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 100％ 



の午後３時から４時まで受付、４時から開会式、

５時から基調講演となっています。講演者は熊本

県副知事であります小野泰輔様にお出で頂きま

す。その後７時から懇親会、赤山ガバナー、岡村

直前ガバナー、小野ノミニーも参加予定です。そ

の後２次会も設定してあります。翌日は９時30分

からお昼まで全体会を行ないます。寸劇と平和に

ついての討論や意見交換会が予定されています。

お昼をはさんで午後１時から閉会式、１時30分解

散となります。 

 ご案内しましたＦＡＸには、懇親会費・二次会

費・13日の昼食代と、会費が発生致します。準備

がございますので期日までのお返事をお願い致し

ます。アクト会員は現在、当日に備え何度も打合

せを行なっています。皆様のご協力を宜しくお願

い申し上げます。 

 

【雑誌委員会】  

      ロータリーの友９月号の紹介           

                     紹介者 川越公弘委員 
 
 ロータリーの友９月紹介の前にロータリーの友

について紹介させていただきます。 

 ロータリーの友は日本におけるロータリーの機

関紙であり、ＲＩの認可を受けて発行されている

地域雑誌でロータリアンを対象にして編集されて

いる機関、情報誌であります。 

 ｢友｣はロータリアンの公開討論の場であり、縦

組みのページがロータリアンとしての意見や経験

談、職業上の知識などを掲載してロータリアン同

士が堂々と議論し、交流を図る｢広場｣を提供して

います。ロータリーの友は一般社団法人ロータ

リーの友事務所によって発行され運営されてい

て、社員６名、理事24名、職員10名で構成されて

おり、定価210円です。1953年１月号が創刊で、

今年1月号でロータリーの友は創刊60周年にな

り、当クラブの友永会員が1953年１月生まれで一

緒ですね。2013年７月号で通巻727号を数え、当

初3300部だったのが９月号では約96,000部を数え

ているそうです。 

 年度初めの７月号はその年度の新ＲＩ会長の写

真を使用することが要件とされていて、2013～

2014年ＲＩ会長のロン.D.バートン氏の写真が掲

載されていました。創刊当初は横組みでスタート

し、1972年１月から縦組みと横組みの現在の姿に

なっています。投稿される場合、原稿・写真は活

動後１ヶ月以内に。また、ロータリーの友には広

告が載っていますが、１ページ40万、1/4ページ

が13万税別で広告出来ます 

 次に、友9月号を紹介させていただきます。 

 ９月は新世代のための月間で、横組み６ページ

より『ロータリアンは地域社会で、海外で若い人

たち、そして若い人たちの活動を支援し見守って

います。』、と国内クラブの若い人たちとの交流

が紹介され、熊本グリーンＲＣが障害者支援施設

の子どもたちをクラブの農園に招待したことが掲

載されています。 

 32ページ「心は共に東日本大震災、一日も早い

復興を祈り仙台空港にバナーの花」と東日本大震

災から２年が経過した2013年３月に全国2288クラ

ブのうち、1200を超えるバナーと1800件以上の支

援をいただき、３月11日の午前10時46分式典を行

なう事が出来ました、と感謝とお礼の記事が…。

人吉クラブからのバナーも掲げられ彩られた事で

しょう。2011年宮原パスト会長年度の時、カレン

ダー事業の益金827,000円を南相馬ＲＣを通じて

支援した事を記憶しています。また、本日は当ク

ラブのバナーを持って来ていますが、新しい会員

の方ご存知でしょうか、確か、故 宮崎精一先生

の作と聞いています。 

 次に、縦組み 友愛の広場の10ページには「脳

梗塞！まひが残る人と完治する人」という事で脳

梗塞にはｔ-PA（血栓溶解剤）という特効薬があ

り、発症して４時間30分以内であれば使用するこ

とが出来、顔の麻痺、腕の麻痺、ろれつがまわら

ないといった典型的な症状をチェックすること

で、８～９割の症状を早期発見出来ると紹介して

あります。 

 当クラブには先生方が沢山おられます。我々会

員が健康ですごせる様会員卓話をお願いしたい所

です。 

 12ページ卓話の泉には10月１日が日本酒の日と

紹介され、球磨焼酎も８月８日が球磨焼酎の日と

されたようで、先ほど紹介しました友の広告欄 

等を使って全国86000人余のロータリアンにＰＲ

されたらいかがでしょう。 

 

【プログラム委員会】 

    新入会員卓話  

              坂井初男会員 

   [2013年8月30日入会 職業分類；電気通信事業] 

 先月30日に入会しました坂井

です。本日３回目の出席で早く

も卓話を仰せつかりました。 

 ある意味顔と名前を覚えてい

ただく絶好の機会ですのでお引

き受けを致しました。 

  何を話そうかと考えましたが、皆様にために

なるお話をと思いまして、配布しました資料に

沿って、情報伝達の歴史、発展についてお話を

させていただきます。 

     

【ニコニコ箱委員会】 延岡研一Ｒ財委員長 

・渡辺会長 坂井会員、新入会員卓話ありが 

 とうございました。        1,000 

・井手幹事 坂井会員、急々な新入会員卓話 

 の依頼にもかかわらず、快く引き受けて頂 

 き、ありがとうございました。   1,000 

・友永会員 ロータリーの創刊日が私の誕生 

 日でした。ニコニコ致します。これからも 

 人吉ロータリーの一員として頑張ります。 

                  3,000 



   は忍耐は意味がなく、欲求不満になるだけ 

   で、忍耐を必要としないものにシフトして 

  いく。 

４．携帯電話は、前世代の人にとっては、「電 

   話」であるが、Y世代にとっては単なる電話 

   でなく、アイデンティティの延長。 

５．前世代にとっては、未来は直線的ではっき 

   りしていた。Y世代は５年先も不定と考えて 

   いる。未来は不確かで、発展もし、選択肢が 

   多過ぎるので、あまり早く一つに決めて道 

   を狭めないようにする。 

６．前世代は、会社に対し面倒を見てもらうと 

   同時に、忠誠をつくす。Y世代は自分が学び、 

   技術を身につけて次の最もよい条件のつい 

   た機会へのプロセスと考える。会社への忠 

   誠心は感じられず、自分の生活に仕事が合 

   うかを問題とする。 

７．前世代は知識欲から学んだが、Ｙ世代は実 

   益を重視し、短時間の集中力しかないが、機 

   器をマルチに使いこなしながら学ぶ能力に 

   は優れている。  

 等があげられます。今の若者は、自己中心、

物質主義、礼儀知らずといった傾向がある。し

かし、この世代が、世界をグローバルに捉え、

野心と新しいアイデアにあふれ、テクノロジー

に通じているのも事実であると指摘しておら

れます。 

 氏は、若い世代を巻き込んでロータリーを活

性化していく為に重要なポイントとして 

１）上の世代からの助言・知恵・指導を求めて 

   いるY世代が、心から尊敬でき、異なる世代 

   とのつながりを育める場にする。 

２）人前で貢献や功績を個人的に褒められるこ 

   とを求めるＹ世代に常にポジティブな 

   フィードバックをする。 

３）プロセスでなく成果に注目するＹ世代が理 

   解できるように、彼らの貢献がどういう目 

   的につながっているかを説明する。  

と挙げられました。 

 今後、元気な年長者と若者が共存するロータ

リーの中で、また企業経営、家庭で、未来を託

す若い世代に大人も自信を持ってリーダー

シップを発揮しつつ、違いを超えて彼らとよい

未来を築いていきたいものです。 

          著者 辰野克彦 Ｄ.2750 
             ロータリー文庫より 

・石蔵会員 明日14日で入会1年を迎えます。 

 今後もご指導の程よろしくお願い致しま 

 す。               10,000 

・青木会員 早退につき“ごめんね”しま 

 す。Ｒ財団・米山委員会との連携というこ 

 とで本日は延岡会員に読み上げて頂きまし 

 た。有難うございました。     1,000 

【Ｒ財委員会】 

・延岡会員 折角ですので財団寄付します。 

 ロータリー財団寄付も宜しくお願いしま 

 す。               1,000 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

 

 

 
      ロータリー情報委員会 

 

 
   ロータリーは、新世代を育む場 

             

 9月は新世代月間です。ロータリーでは、新世

代とは年齢30歳までの若者となっています。将

来を担う新世代に目を向け、彼らを巻き込むこ

との大切さを改めて認識し、国際ロータリーは、

本年度より4大奉仕に、新世代奉仕を加え、5大奉

仕としました。 

 今年のサン・ディエゴにおきます国際協議会

で、全世界の8万５千人の若者を3年間調査・研究

し、「The New Rules of Engagement」を著され

たオーストラリア出身のマイケル・マックイー

ン氏の講演を聞くことができました。氏のご講

演、ご著書で言われておられますことを紹介し、

新世代のことを考えてみたいと思います。 

 氏は、世代を ①Builders 65歳以上 ②

Baby Boomers 団塊世代65歳－45歳 ③X世代 

45歳－30歳 ④Y世代 30歳－15歳 ⑤Z世代 

15歳未満に分け、その特徴を分析されました。Y

世代がロータリーでいう新世代と合致します

し、氏は主にY世代とその前の世代を比較し分析

されていますので、この二つの分類で、特徴を記

してみます。Y世代とその前の人々と、どう違う

でしょうか。 

１．前世代にとって、真実は絶対、Y世代にとっ 

   ては、真実は人により違う。だから、大人が 

   Should何かをしなければならないと言うと、 

   始めにWhy何故と聞き返す。 

２．Y世代は、年上とか権威とかで尊敬すること 

   はなく、理由が要る。 

３．前世代は、忍耐は美徳であったが、Y世代に 


