
１月ロータリー理解推進月間 

 

点 鐘           渡辺洋文会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 漆野智康委員 

            国 歌 「君が代」 

             Ｒ Ｓ 「奉仕の理想」 
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        会長 渡辺洋文 
 

 先週の３クラブ合同公式訪問は大勢のご参加

を頂きありがとうございました。あの後、地区

大会の企画委員会が開催されました。資料を掲

示板に貼っていますので興味のある方はご覧下

さい。 

 １月12日～18日にサンディエゴ（米国）で開

かれた国際協議会において、次年度のテーマと

シンボルマークそしてゲイリー C.K. ホァン会

長エレクト(台湾)の次年度の目標が発表されま

したので、ご紹介いたします。 

 

 ゲイリー C.K. ホァン（黄其光） 

 2014-15年度会長 

 TAIPEIロータリークラブ所属 

 台湾 

 

 

2014年7月1日に国際ロータリー2014-15年度会

長に就任予定。 

Wah  Lee  Industrial株式会社顧問、Bank  of 

Panhsin顧問、Federal Corporation and Sunty 

Property Development理事。 

1976年にロータリークラブ入会。以来、RI副会

長、理事、ロータリー財団管理委員、国際協議

会研修リーダー、地域セッションリーダー、タ

スクフォース委員およびコーディネーター、委

員会委員および委員長、地区ガバナーなどを歴

任。RI超我の奉仕賞、会長賞、ロータリー財団功

労表彰状と特別功労賞を受賞。「ただ座って暗闇

を呪うよりも、ロウソクを灯したほうがいい」 

ロータリー設立の約2,400年前を生きた中国の思

想家、孔子の言葉を引用したゲイリー C. K. 

ホァン国際ロータリー会長エレクトは、孔子を

「世界で最初のロータリアン」と述べました。孔

子の教えに心を動かされたホァン会長エレクト

は、2014-15年度のテーマを「ロータリーに輝き

を」（Light Up Rotary）とすることを発表しま

した。 

 「世界には問題が山積みとなっており、大勢の

人が助けを必要としています。しかし、“自分に

できることはない”と言って、何もせずにただ

座っている人が大勢います。これでは、何もかも

暗闇のままです」とホァン氏。世界537地区から

サンディエゴ（米国）集まったガバナー夫妻に向

けて、次のように語りました。「ロータリーの考

え方は、孔子と同じです。ロウソクを灯すのが

ロータリーです。私が一本、あなたが一本。こう

して、120万人の会員全員がロウソクを灯しま

す。力を合わせれば、世界を光で輝かせることが

できるのです」 

 テーマを明かしたホァン会長エレクトは、次年

度にそれぞれの地域社会で「ロータリーデー」を

実施したり、地元ローターアクトやインターアク

トのメンバーと一緒に奉仕プロジェクトを実施す

ることによって、クラブが「ロータリーに輝き」

をもたらすよう呼びかけました。「ロータリーを

どう輝かせるか、ご自分のロウソクをどう灯すか

は、皆さん次第です。自分が何を得意とするか

は、ご自身がよくご存じのはずです。地元地域社

会が何を必要としているか、どう支援できるか

は、皆さんご自身のほうがお分かりになるでしょ

う」 

 会員増強の目標についても触れた会長エレクト

は、女性会員や若い会員の必要性や、世界の会員

数を130万人に増やすという自身の目標について
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語りました。配偶者や家族、友人をロータリー

に誘うよう呼びかけたホァン氏は、「活気ある

クラブを築くために、私たちが率先する必要が

あります。そのためには、まず新会員を迎え入

れることから始めようではありませんか」と述

べました。 

 ポリオ撲滅活動の現状については、今の勢い

を保てば、2018年までにポリオを完全に撲滅す

ることが可能、と述べました。「ポリオを撲滅

すれば（必ずや撲滅は達成できます）、ロータ

リーが偉業を成し遂げる力を備えた組織である

ことが実証されるでしょう。また、ポリオ撲滅

後に取り組む次なるチャレンジのための土台が

整えられるでしょう。何より重要なのは、永遠

に続くプレゼントを世界に贈れるということで

す」ポリオ撲滅の闘いを続け、地元地域の人々

の模範となり、会員基盤を成長させることに

よって、ロータリーを今までよりも輝かせるこ

とができると、ホァン会長エレクトは願ってい

ます。「『ロータリーに輝きを』、これが次年

度のテーマですが、これにはテーマ以上の意味

があります。私たちがロータリーでどう生き、

どう考え、感じ、活動するかが、この言葉に込

められています。すべてのクラブ、地区、そし

て活動するすべての国で、日々、人々のために

何ができるか。それを表しているのです」 

 次年度のＲＩテーマや次年度ＲＩ会長の目標

が発表され、次年度がいよいよ動き出す時期が

来たのかなと思います。鳥井次年度も、目標や

テーマを考えられてる事と思います、残り５ヶ

月で十分準備をされて、次年度もまたすばらし

い年度になる事を祈念しています。と言う事で

会長の時間を終わります。 

 

 

    幹事 井手富浩 

【連絡事項】  

①ガバナー事務局より、2014年2月のロータ

リーレートは1＄＝102円となります。  

②人吉商工会議所青年部より、去る1/19（日） 

 に開催されました「人吉商工会議所青年部創 

 立20周年記念式典」への参加の御礼状が届い 

 ております。     

③熊本県青少年育成県民会議より「くまもと家 

 庭教育推進フォーラム参加申込書」が届いて 

 おります。     

 日時：Ｈ26 3/2 (日) 13：30～16：50  

 場所：ホテル熊本テルサ「テルサホール」 

 申込締切は 2/14（金）となっております。 

 →馬場新世代委員長へお渡しします。  

④人吉市青少年育成市民会議育成部会より、 

 「平成25年度子ども会交流発表会」の案内が 

 届いております。 

 日 時：Ｈ26 2/2 (日) 13：30～15：40  

 場 所：東西コミュニティセンター          

  →馬場新世代委員長へお渡しします。  

⑤特定非営利活動法人「スペシャルオリンピッ 

 クス（ＳＯ）日本・熊本」理事長 潮谷義子 

 氏より、同上人吉ブランチ発足式の案内が届 

 いております。 

 日 時  Ｈ26 3/8 (土) 10：00～  

 場 所：東西コミュニティセンター  

  →渡辺会長へお渡しします。  

【配布物】       

①川上哲治氏「私の野球人生」の講和録が300 

  冊出来上がりました。全会員に配布し、残部 

 数の配布先は、理事会にて検討し、広報委員 

 会にお渡しします。    

【回覧物】     

玉名中央ＲＣ週報、八代ＲＣ週報   

人吉総合病院広報誌「翔」1月号  

    

【小山康直ガバナーエレクトより】 
   
  国際ロータリー第2720地区 

     2014-2015年度 

 地区会員増強部･拡大部門 

     部門長委嘱状伝達        

       中川貴夫会員 

    

    

   委員 中村太郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】        漆野智康委員 

本日の出席率 

会   員   数   65名    82.26% 

出 席 免 除  3名 1 / 1 7 出席率 83.87％ 

欠 席 者 数  11名 補  填  数  0名 

出 席 者 数  51名 修 正 出 席 率 83.87％ 

ゴルフ愛好会１２月月例杯成績 12/15ｸﾗｳﾝＧＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 板井英朗 53 52 105 27 78 

準優勝 浦田繁喜 46 48 94 18.4 75.6 

３位 和田栄司 47 47 94 16 78 

４位 北 昌二郎 46 47 93 14 79 

５位 岩本泰典 47 50 97 16 81 

  BB賞    中島博之   敢闘賞 浅野 強 

＊届け出欠席 尾方・大賀・延岡・青木・岩井・葉山・田中 

       戸高・立山・大久保・坂井   

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 



 

【プログラム委員会】 

 

    自己紹介と高校山岳部の話 

自己紹介 

 人吉高校卒業後、同志社大学へ。 

初めは司法試験を目指し法学研究会に入部。 

のちに登山サークルに入って仲間と山登り。 

そして、一人旅。日本一周鈍行列車。中国1カ

月一人旅。インドへも。 

 

 

  

 

 

平成３年から12年間の熊本県立高校の世界史教

師。しかし、部活動の指導が大きなウェイトを

占める。初任の宇土高校で山岳部顧問に。 

 

 

高校山岳部について 

 山岳部顧問は、生徒と一緒に山に登り、食事

を作って、寝る。九州各地に車で移動して登

山。高校総体も開催される。今年度は人吉高校

が優勝。高校総体では、100点満点の点数を競

う 

（ 行動40点、生活技術25点、知識15点、態度5

点、ペーパーテスト10点、天気図5点） 

 実際の行動は以下の通り。 

木曜日  開会式 天気図 ペーパーテスト  

    計画書提出 
 
金曜日  山歩き 体力 歩行技術  読図  装備   

        植生  

        山からおりて 記録書提出 テント設営 
 
土曜日  山歩き 体力 歩行技術  読図  装備   

        植生   

        山からおりて 記録書提出 炊事 
 
 日曜日  閉会式 

 平成13年のインターハイ（全国大会）は阿蘇

で開催。審査員を務める。 

 国民体育大会の山岳競技もある（現在はフ

リークライミングだけ）。平成11年の熊本国体

の時は縦走と踏査の競技。少年女子の監督を務

める。監督ということで会場校の矢部高校へ赴

任。広島 大阪 神奈川 熊本の国体に参加。大

阪国体で優勝。熊本国体では準優勝。 

子供達にとって、山に登る意義 

  自信と精神的な強さを身につけることができ

る。人為的な課題ではなく、自然が与えてくれ

る課題に、観察力や注意力、知識、体力を総動

員して取り組む。本来の意味での生きる力を育

てることができる。 

     

【ニコニコ箱委員会】    委員 山口令二 

・渡辺会長 中川地区部門長お疲れ様です。頑 

 張ってください。           

・井手幹事 中川パスト会長、3年連続の地区 

 出向、お疲れ様です。下田会員、新入会員卓 

 話ありがとうございました。      

・鳥井会員 下田文仁会員、新入会員の楽しい 

  卓話有難うございました。下田会員には私の 

  息子も中学時代にバスケットクラブで大変お 

  世話になりました。ロータリーでも期待して 

  います。                            

・武末会員 今日1/31は、ダイアナ様の誕生日  

 なのでスマイルしておきます。何歳になられ   

  たか判りません。                    

・小林祐介会員 久々の優勝ありがとうござい 

  ました。                            

・齊藤会員 諸用にて早退させていただきま 

  す。青木さんお休み、齊藤も早退で大変申し 

  訳ありません。山口先生宜しくお願い致しま 

ドラコン 

   70歳以上    69歳以下  

 ⑧ なし 

 ⑯ 板井英朗 

   北昌二郎 

   和田栄司 

ゴルフ愛好会１月月例杯成績  1/12球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 小林祐介 51 44 95 18 77 

準優勝 鳥井正徳 49 48 97 18 79 

３位 岩井和彦 46 48 94 15 79 

４位 板井英朗 51 50 101 21.6 79.4 

５位 中川貴夫 43 44 87 7 80 

  BB賞    浦田繁喜   敢闘賞 中島博之 

ドラコン  

 薩摩⑦ 日向⑤ 

６９歳以下 小林祐介 漆野智康 

７０歳以上 中島博之 板井英朗 

ニアピン   
  薩摩② 中川貴夫 薩摩⑤ なし 

 日向③ 岩本泰典 日向⑦ 漆野智康 

べスグロ  
６９歳以下    中川貴夫  

７０歳以上    岩本泰典  

ニアピン       ⑬ 浅野 強 

べスグロ  
６９歳以下    北 昌二郎  

７０歳以上    浦田繁喜  

 新入会員卓話  
                
   下田文仁会員 

  2013年12月13日入会  

  職業分類；焼酎製造 

 剣岳 

中国 



は、配偶者を含める最多数の出席者を見込める

大会会議で20-25分間主要な講演をすることで

ある。これら２回の主要講演に加えて、大会の

終わりにホスト地区に感謝の意を表することの

できる機会を用意する。  

b.前ロータリー年度の監査済みの財務報告を討

議し、採択する。  

c.規定審議会の2年前のロータリー年度の地区大

会では、地区の規定審議会代表議員を選出す

る。  

d.地区大会の前に地区協議会または会長エレク

ト研修セミナーで地区の賦課金が承認されてい

ない場合は、承認する。  

e.適切であれば、ＲＩ理事の指名委員会委員を

選任する。  

推奨事項  

地区大会の開催に関し、次のことを推奨する。 

 •会期は２日以下であってはならず、３日を超 

  えないようにする。  

•多くの会員の参加を高めるため、討論グループ 

 を含める。  

•ロータリーおよびロータリー財団に関する内容 

 に重点をおいた均衡のとれたプログラムを含め 

 る。  

•地区の決議事項を検討する。  

•適切であれば、新しいロータリアン、地区大会 

 に初めて出席するロータリアン、クラブ会長お 

 よびその他の人に特に歓迎の意を表す。  

•ロータリーおよびロータリー財団の活動に参加 

 したことのある人々を、最大限にボランティア 

 として起用する。  

•次回の地区大会を推進し、事前登録を奨励す 

 る。  

•最大の出席を達成するために、手頃な費用を維 

 持する。  

•地区大会と祝日やその他の行事が重なるのを避 

 ける。  

•配偶者の行事やその他の行事が重ならないよう 

 日程を調整し、登録者全員が本会議に出席する 

 よう奨励する。  

•「友愛の広場」などでクラブや地区のプロジェ 

 クト展示を行うよう推進する。  

•ＲＩ会長代理が地区大会で生かすことのできる 

 経験を考慮し、適宜、討論やその他のセッショ 

 ンに参加してもらう。  

•新しいロータリアンのために特別オリエンテー 

 ションを提供する。  

•クラブ会長を務めた、あるいはクラブで指導的 

 な役割を３年以上務めた関心をもつロータリア 

 ンのために、地区大会の直前、直後に丸１日を 

 充てた地区指導者育成セミナーを含める。  

 

        「ロータリー用語便覧」より 

  す。                                  

・板井会員 ゴルフの賞品いっぱいいただきま 

  してありがとうございました。         

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 地区役員をする事になりました。 

 これからもよろしくお願い致します。   

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

 

 

世界理解月間  

1905年２月23日はロータリーの創始者ポール・

ハリスが友人３人と最初に会合をもった日であ

る。この２月を特別月間として世界理解月間に

指定されている。同月間中、クラブは、世界平

和に不可欠なものとして理解と親善を特に強調

するクラブ・プログラムと活動を実施し、世界

社会奉仕を中心としたプログラムを行うよう要

請されている。  

 

地区大会 

ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意に

よって定められる時及び場所において、地区内

ロータリアンの大会を毎年開催するものとす

る。地区大会の開催日程はロータリー研究会、

地区協議会、国際協議会、又は国際大会の日程

と重なってはならない。  

目的  

地区大会の目的は、親睦、感銘深い講演と、地

区内クラブやRI全般に関する問題の討議によっ

て、ロータリーの綱領を推進することである。

地区大会は、RI理事会から提出された特別な問

題あるいは地区内で生じた問題について検討す

る。地区大会は、ロータリーのプログラムや地

区およびクラブの成功した活動を発表する場と

なり、またクラブ同士が交流し、対話すること

を奨励すべきである。地区大会が地区内の会員

基盤を維持し、増大させる機会となることを認

識した上で、意気を高揚させるような形で、か

つ親睦の雰囲気の中に情報を提示すべきであ

る。地区大会は、規定審議会に提出される立法

案を承認または提案することができ、規定審議

会に送る代表議員を選出することもできる。  

場所  

地区は、できるだけ多くの参加者が出席でき、

不必要な財政的負担を最小限に抑える場所で地

区大会を開催するよう、奨励されている。  

要件  

地区大会は次のことを行わなければならない。 

a.ＲＩ会長代理に、少なくとも２回は大会で講

演する機会を用意する。この２回のうち１回

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ  Ｒ情報委員会 


