
１月ロータリー理解推進月間 

 
点 鐘   人吉中央ＲＣ会長 下鳥伸一         
 
歌 唱    ソングリーダー  

         人吉中央ＲＣ 渕田ＳＡＡ委員長 

              国 歌  「君が代」 

               Ｒ Ｓ  「我等の生業」 
 
司会・進行 人吉中央ＲＣプログラム 
 
来訪者紹介 人吉中央ＲＣ会長  下鳥伸一     

      

 国際ロータリー第２７２０地区 

             赤山武興ガバナー 

     ガバナーご令嬢 赤山聖子 様 

 〃   熊本第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ  摂津隆祐ガバナー補佐 

  

 

     

  人吉ＲＣ会長 渡辺洋文 

 

 本日は３クラブ合同公式

訪問ですが、最後の公式訪

問と言う事で、赤山ガバ

ナーにおかれましては大変

お疲れ様でした。地区大会

も目前に迫ってきておりま

す、体調管理には十分注意されて、残り半分の職

務を全うして頂きたいと思います。 

 ２～３分と言う事ですので、本年度人吉ロータ

リークラブの事業報告を簡単にさせて頂きます。  

 第13次青少年交流、姉妹クラブ韓国慶山ロータ

リークラブと1989年から行っている共同事業、青

少年交流でありますが、昨年８月１日～４日、韓

国より12名の青少年が人吉を訪問されました。  

 ホームステイをし、ラフティング等の体験を通

して日韓両国の青少年の交流を深めて頂きまし

た。少しでも日韓両国の関係改善のきっかけに成

ればいいなと、願っております。 

 10月12、13の両日、第2720地区ローターアクト

の年次大会が人吉ローターアクトをホストクラブ

として、人吉の地で開催されました。赤山ガバ

ナーにもご参加頂き誠にありがとうございまし

た。大変盛り上がった良い年次大会が出来たので

は無いかと思います。 

 12月13日の忘年会では、タイ国チェンライロー

タリークラブの原田義之会長にはるばる人吉まで

お越し頂き、原田会長が支援されている、タイア

カ族識字率向上ボランティア｢夢の家｣についての

卓話をして頂きました。当日人吉ロータリークラ

ブは、｢夢の家｣施設改修支援としての寄付金を原

田会長にお渡しいたしました。大変喜んで頂き、

本年５月か６月にはメンバーと共に｢夢の家｣を訪

問し、アカ族の子供達の輝く瞳を見て感動を共有

出来たらいいなと思っています。 

 人吉ロータリーの本年度のスローガン 

「ＤＲＥＡＭ・ＰＡＳＳＩＯＮ・ＥＭＯＴＩＯ

Ｎ」夢に向かって情熱を持って行動し感動を共有

する。 

 残り半分も頑張って活動していきたいと思いま

すのでどうぞよろしく御願いいたします。 

通  算  2 7 8 2回 

2014年1月22日(水) 

第 26 回 例 会  

場所；鍋屋本館   
会報編集 堤 脩 委員 

                国際ロータリー第２７２０地区 

         赤山武興ガバナー公式訪問 

           人吉ＲＣ・多良木ＲＣ・人吉中央ＲＣ合同例会                     



 人吉中央ＲＣ幹事 

       村田優子  

【連絡事項】  

①熊本東ＲＣより創立50周年記念式典の案内が 

 届いております。    

 日時；7/13 (日) 16：00～19：30  

 場所：熊本ホテルキャッスル  

    2Ｆキャッスルホール   

 申込締切は5/31（土）となっております。

     

      

 人吉中央RC出席委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガバナー補佐挨拶 】  

              熊本第６ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐 

                                摂津隆祐 

 ＲＩ第2720地区熊本第６グ

ループガバナー補佐、水俣Ｒ

Ｃの摂津隆祐でございます。 

 赤山ガバナー年度の最後の

ビッグイベントである地区大

会の成功に向けて日夜準備を

重ねていらっしゃるホスト、

コホストの地元３クラブの皆様に心から敬意を

表したいと存じます。 

 さて、赤山ガバナーのプロフィールにつきま

しては、私よりも地元の皆様の方が詳しいと存

じますが、役目上、私の方から紹介させて頂き

ます。 

 所属クラブは人吉中央ＲＣ、職業分類は学校

法人、生年月日は1940年3月30日。最終学歴は

中央大学法学部法律学科卒業、勤務地は学校法

人赤山学園 九州技術教育専門学校 理事長。 

 その他の役職として、人吉市国際交流協会初

代会長、人吉市バレーボール協会名誉会長、熊

本県国際交流協会監事等をなさっておられま

す。趣味は、剣道、バレーボール、海外旅行

で、ロータリーの国際大会にも６カ国、今年も

行かれますので７カ国となります。人吉中央Ｒ

Ｃの創立会員で、創立以来24年間無欠席であり

ます。ご同伴のご令嬢聖子様は、熊本大学で空

手部のキャプテンをつとめられて、文武両道に

長けたお方でございます。 

 他にも紹介すべきことが沢山ございますが、

時間が足りませんので、ここで私の赤山ガバ

ナーに対する感想を申し上げます。 

 赤山ガバナーはとても勉強熱心で非常に真面

目なロータリアンであります一方で、非常に気

さくで話しやすいガバナーであります。 

 ご令嬢聖子様共々、非常に英語がご堪能で、

ロンＤ.バートンＲＩ会長とも親しくなられて

帰って来られました。  

 このような赤山ガバナーでありますので、本

日はなごやかな雰囲気にも、ロータリアンとし

て有意義なお話をお聞きできると楽しみにして

おります。皆様どうぞご清聴下さい。 

    

  

 

【ガバナーアドレス】    

 

 
    
               

   ＥＮＧＡＧＥ ＲＯＴＡＲＹ 

       ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ 

    

          ＲＩ会長 

          ロンＤ．バートン 

 ロータリーが生き残るには時代の変化ととも

に自分たちも変わる努力をしなければならな

い。クラブの現状を見据え、柔軟に適応してい

かなければなりません。2013年度のテーマを

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生

を」Engage Rotary Change lives としまし

た。ロータリアンが積極的に参加し、ロータ

リーによって意欲を高め、ロータリーの奉仕の

パワーで人々の人生を豊かにできるようにする

ことです。共に出発し、力を合わせてより良い

未来へと導き実践していきましょう。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
        国際ロータリー第２７２０地区 

              赤山武興ガバナー 
   
基本方針2013-2014年度第2720地区スローガン 

      挑戦！ 未来の夢！ 

       良き友を得て  

   ロータリーを学び 奉仕を実践しよう 

本日の出席率 

会   員   数   65名    69.35% 

出 席 免 除  3名 修正出席率は次週報告 

欠 席 者 数  19名 

出 席 者 数  43名 

＊届け出欠席 渕田・原田・小林清・小林祐・水野・村山・中村 

       尾方・高山・友永・外山・塚本・上田・漆野 

       山口・青木・下田・和田・齊藤    

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 



 未来の夢計画の実施年度、規定審議会の採決

事項の実施等、時代の流れに対応し、ロータ

リーのシステムやその手法は本年度、大きく変

化しています。しかしその基本原理や基本理念

は不変です。 

 

 

第３章 国際ロータリー 

目的（旧綱領）第1～第4 

使命 

私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し事業 

と専門職務および地域社会のリーダーの間の親 

睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する。 

本質（ビジョン） 

中核的価値観（Core Values) 活動の基本原理 

 

      奉仕の理念・・“愛"  

      The Ideal of Service 

第１標語「超我の奉仕」 

 Service above self 

第２標語 

「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる」 

   One Profits Most Who Serves Best 

 

 中核的価値観基本原理の中の二大魅力 

 奉仕と親睦（友情、仲間） 

・友情（ Fellowship：仲間、親睦 ） 

 いろんな立派な人やいろんな違う世界の人た

ちの一流の人たちの話を聞きながら自己研鑽、

自己発展の機会に恵まれる。異業種交流として

の例会等の出席ができる。 

 そして、品性高い素晴らしいロータリアン 

同士の友情は、心を癒し、真の良き友人を得る

ことができる。 

・奉仕の理念その究極は、倫理と愛なのです。 

 

ロータリーの基本に人に対する“愛”があるこ

とは重要！ 

「 誰であれ人を愛する人は、ロータリアンに 

  なるポテンシャル、可能性が有る 」 

              ポール・ハリス  

 愛とは和なり 和とは接近なり 

  接近しなければ、和は生じません 

  和のないところに、愛は生まれません 

  愛のないところに、神は住み給わず 

 

② 2013 年度「未来の夢」スタート 

◎使いやすくなった財団の補助金を使って、 

 奉仕活動をしよう！ 

    本年度地区補助金申請額  

        58,800ドル 

       （5,880,000円） 

    申請クラブ ３２クラブ申請 

      （過去最高申請件数） 

◎補助金を使うためには財団への寄付をお願い

します「毎年あなたも１５０ドルを」 

それに、慶弔等の機会に 「ポールハリスフェ

ロー」や「ベネファクター」等の特別寄付もよ

ろしく御願いします。 

 

③規定審議会の採決事項実施年度 

• 幹事を理事会メンバーと規定 

• クラブの奉仕活動参加を出席要件とする 

• 第五部門新世代奉仕を青少年奉仕に変更 

• 地区協議会・・＞ 地区研修・協議会 

• ガバナー・ノミニー・デジグネート 

（governor-nominee-designate) 

  2014年２月１５日に 

   地区クラブ管理運営セミナーを開催予定 

   規定審議会採決事項の説明会 

 

ガバナーの任務：クラブ定款や細則が規定審議

会の結果に従い、RI 組織規定に準拠したもの

かどうか確認 

・・これは、翌年１月ごろ、手続き要覧の出版

後に参考にして変更して下さい。 

定款、細則等の規定自体の効力は、７月１日か

ら発効しています。ただ文書類の変更は本年度

は、移行期間。 

 

目的
（旧綱領）

使命
超我の
奉仕

本質
（ビジョン）

ロータリーの理念

中核的
価値観

① ＲＩ戦略計画の実践



き友と共に、ロータリーを実践し、皆が豊かな 

人生を送れることを願っています。ロータリー

の魅力と可能性を探し求め、ロータリー人生

を、お互いに大いに楽しみましょう!! 

 

⑧ソーシャル メディアを使おう！ 

 公共イメージと認知度の向上に！ 

ご清聴ありがとうございました！ 

 

【謝辞】      人吉中央ＲＣ 

           地区大会実行委員長 中尾 弘 

         

【ガバナーへバナーの贈呈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  点 鐘  人吉中央ＲＣ会長 下鳥伸一 

   

 

 

 

 

本日午前中３クラブ合同の会長幹事懇談会が行われました 

④地区大会・人吉市開催の成功を！ 

 2014年３月１５日( 土) ～３月１６日( 日)      

   ＜２日間の本会議を実施予定＞ 

開催地：人吉市カルチャーパレス  

講師決まる！「そこまで言って委員会」ﾊﾟﾈﾗｰ 

    竹田恒泰 講演 慶応義塾大学講師 

    旧皇族・明治天皇の玄孫 

多くのロータリアンご夫妻にご参加いただき、

熊本県南の活性化へ地域奉仕をお願いします！ 

 

⑤会員増強、２７２０人目標の継続 

 会員基盤の強化と活性化 

どうか皆さんの全員が知り合いの良い人に声を

かけて下さい。「良き友を得て、ロータリーを

学び、社会に役立つ活動をしませんか」 

第２７２０地区状況 

2012. ７月１日 年初会員 ２３８０名 

2013. ７月１日 年初会員 ２３６４名 

昨年入会２３７名 - 退会２５３名＝－１６名 

約１０％入会し、約１０％退会している状況 

今年度目標純増６％（１４０名）以上  

   ～最終目標 ３５６名）！！ 

 

⑥２０１４シドニー国際大会の推進 

      ６月１日～４日  

  開催地：オーストラリア・シドニー 

 

⑦「私の心に残るロータリー体験」をお互いに 

  語りましょう！！ 

ロータリークラブは、私たち多忙な職業人が学

習する場として貴重です。ロータリアンとして

研鑽を積むことにより、高齢になっても、自分

が成長している実感を楽しんでいます。 

 ロータリアンであることは、自分の意志で、

生き方を選択したのです。奉仕の理念の実践が

人生の中で、自分を活かす道であり、社会をよ

り良い方向に導く強い力があることを信じ、良

⑥２０１４シドニー国際大会の推進
６月１日～４日

開催地：オーストラリア・シドニー）

２０１３～２０１４年度 国際ロータリー年次大会

ご清聴ありがとう ございました！

⑧ソーシャル メディアを使おう！
公共イメージと認知度の向上に！


