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

            国 歌 「君が代」 

             Ｒ Ｓ 「我等の生業」 
 
司会・進行  平田フクﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長    
 
 

         

     

      会長 渡辺洋文 
 

 ２月15日(土)に地区の管理運営セミナーがグラ

ンメッセで開催されましたので、鳥井エレクト･

延岡ノミニー・井手幹事の４人で参加して参りま

した。内容はと言いますと、熊本東南ＲＣの佐野

様より、ロータリークラブ定款の改正について、

玉ノ井パストガバナーより「2013年規定審議会採

択事項について」の話でした。今年度中に定款変

更をしなければいけませんので、臨時総会で皆様

の承認を頂く事になると思いますので、よろしく

御願いいたします。 

 皆さんご存じとは思いますが、ロータリーの目

的「綱領｣邦訳の改訂について簡単にご紹介いた

します。 

 規定審議会での改訂事項ではありませんが、

「Object of Rotary｣の訳が新たに｢ロータリーの

目的」（旧｢ロータリーの綱領｣)となり、その本

文訳は以下の通り改訂されました。翻訳改訂まで

の経緯については、「ロータリーの友｣2013年１

月号18ページに掲載された記事をご参照くださ

い｡『2013年手続要覧』をはじめ､今後改訂される

資料には新訳が掲載されます｡ 

なお、ロータリーの目的(国際ﾛｰﾀﾘｰ定款､標準

ロータリー･クラブ定款 第4条）ロータリーの目

的は､意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある｡具体的には､次の各

項を奨励することにある。 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会と 

  すること。 

旧約；奉仕の機会として知り合いを広めること。  

２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は 

 すべて価値あるものと認識し､社会に奉仕する 

 機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも 

 のとすること。 

旧約；事業および専門職務の道徳的水準を高めるこ

と。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであると

いう認識を深めること。そしてロータリアン各自が

業務を通じて社会に奉仕するために､その業務を品

位あらしめること。 

３．ロータリアンー人一人が､個人として、また 

 事業および社会生活において、日々、奉仕の理 

 念を実践すること。 

旧約；ロータリアンすべてが､その個人生活、事業

生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用するこ

と。 

４．奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネット

ワークを通じて、国際理解､親善、平和を推進する

こと。 

旧約；奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携

わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善

と平和を推進すること。 

 さて、国際理解月間ということですので、前回は

ドイツに行くまでのお話しをしましたが、今回はド

イツに行ってからの話をさせて頂きます。 

 僕が最初にドイツで住んだ場所は、バーデンビュ

ルテンブルグ州の州都のシュトゥットガルトから電

車で4～50分くらいの所にある、シュベービシュ・

ハルと言う所なんですが、人口が3万7千人位で盆地

で街の真ん中に川が流れている、まるで人吉のよう

な街でした。シュベービシュ・ハルのハルと言うの

は、井戸（塩井）と言う意味で、昔は岩塩の採掘で

栄えていた街のようです。 

 ドイツに行って一番困ったのは、土曜の午後から

日曜まですべてのお店が閉まってしまう事、土曜の

午前中に買い物をしておかないと、悲惨な事になっ

てしまいます。馴れてしまえば、なんて事は無いの

ですが、日本では考えられない事ですよね、多分ド
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イツには未だにコンビニは１軒もないと思いま

す。馴れてくると、町中にあるレストランに夜な

夜な語学学校の生徒が集まってきて、ゲームをし

て負けたらビールを飲まされたり、歌ったり踊っ

たりどんちゃん騒ぎをしてました。今考えるとこ

の頃が一番楽しかったかな、なんて思います。 

 ドイツに行って３ヶ月目位に車を買ったんです

が、ドイツで１年以上車を所有していて運転して

いた事が証明できれば自動的にドイツの免許証を

発行してくれるんです。これを知らない人も多い

とおもいます。ぺらぺらの紙に写真貼り付けただ

けのお粗末な免許証なんですが、これがなんと一

生有効なんです。なので、今でもドイツに行った

らこの免許証で、レンタカーを借りてアウトバー

ンを爆走しています。ドイツに住んでた人は沢山

いると思いますが、ドイツの運転免許証を持って

る人はあまり居ないかも。 

 ドイツと日本何処が違うのか、一言で言うなら

ば、「本音と建て前のギャップ」でしょうか？ド

イツにも本音と建て前は有るでしょうが、日本ほ

ど酷くないと言うか日本が酷すぎる。 

 
 
    幹事 井手富浩 
 

【連絡事項】  

①地区ガバナー事務局より、地区大会（3/15・  

 16）へのコホストクラブ（会員、夫人共）とし 

 ての応援要請依頼が届いております。 

 （明細は別紙）    

②地区大会記念講演会入場整理券希望枚数のお伺 

 いが届いております。（明細は別紙）  

【回覧物】   

ハイライトよねやま１６７号 

 

 

【会計・監査】 

    2013-2014年度半期決算会計報告 

          会計 田中信也 

 皆様にお配りしています人吉ロー

タリークラブ2013-2014度半期決算

報告書の収入と支出についてご報告

致します。～ 内容説明 ～ 

   

   2013-2014年度 半期決算監査報告 

                赤池利光監査 

 人吉ロータリークラブ2013～2014

年度、一般会計・特別会計・友愛基

金の半期決算書について、2月12日

水曜日３時から、ロータリー事務所

に於きまして監査を行いました。 

 熊本銀行田中支店長からの会計報告書を、監査

の肥後銀行上田支店長と一緒に全て精査させて頂

きました。結果、全て適正であると認めましたの

でご報告いたします。 

 なお、あくまでも中間監査でございますので期

末でまとめてご報告させて頂きます。以上です。 

  委員 中村太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

    人吉ローターアクトクラブ  

    ２月 第２例会のご案内  

  日 時：２月２７日（木）午後８時～ 

  場 所：人吉スターレーン 

  内 容：「チャリティーボウリング大会」 

  参加費：会員2,000円家族1,200～1,500円 

    （ゲーム代・靴ﾚﾝﾀﾙ代・景品代含む）      

  集合時間：午後７時３０分                      

 会員の皆様にご案内します。メークアップと親

睦活動となりますので、多数のご参加をお待ちし

ております！！！ 

 

【会員よりお知らせ】 

スペシャルオリンピックス日本・熊本のご案内 

                延岡研一会員 

 本日皆様にチラシを配布しておりますが、1月

31日の例会幹事報告で3月8日にこの特定非営利活

動法人「スペシャルオリンピックス日本・熊本」

（略ＳＯＮ）の人吉ブランチ発足式案内の報告が

あり、渡辺会長が出席されます。 

 いま、なぜ私がここに立っているのか、私自身

戸惑っているところですが、私の知り合いの紹介

で、昨日このＳＯＮ熊本の関係者４名が会社に来

られまして人吉の活動に協力してくれないかと言

われました。渡辺会長にはご出席いただきます

が、皆様にもこのチラシを読んでいただき、興味

をお持ちいただいた方や話をきいてみてもいいか

なと思われる方に、是非３月８日の発足式に出席

していただけないかというお願いです。出席いた

だける方は、私にご連絡ください。宜しくお願い

します。 

                馬場貞至会員 

「世界遺産・サグラダファミリアの完成を託され

た日本人彫刻家」外尾悦郎氏講演会と同時開催ミ

ニコンサートのご案内 
 
外尾悦郎（そとお えつろう）福岡市出身の彫刻家。スペ

イン.バルセロナのサグラダ・ファミリア主任彫

刻家。京都嵯峨芸術大学客員教授。 

本日の出席率 

会   員   数   65名    85.48% 

出 席 免 除  3名 2 / 7 出 席 率 85.48％ 

欠 席 者 数  9名 補  填  数 4名 

出 席 者 数  53名 修 正 出 席 率 91.94％ 

＊届け出欠席 下田・丸尾・立山・有村・本田・和田・中川 

       外山・渕田   

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 ｸﾗﾌﾞ管理運営ｾﾐﾅｰ；渡辺・鳥井・井手・延岡    



    ～ 同時開催ミニコンサート ～ 

 ソロヴァイオリニスト；牧千恵子さん 

 地元ピアニスト；馬場敬子さん 

         月足さおりさん 

   日 時：2014年４月１１日(金）１９時開演 

   場 所：人吉カルチャーパレス 

  チケット：2000円(前売り)2500円(当日) 

 本日チケット販売に回りますのでご購入を宜し

くお願い申し上げます。  

 
【Ｒ情報委員会】         
               
   ＲＩ創立記念卓話 
 
             
       「 世界三大奉仕団体について 」 

             パスト会長 山賀勝彦 
 
 みなさん、こんにちは。２月23日が国際ロータ

リー創立記念日と云う事で、毎年その週の例会日

に創立記念卓話が行なわれてきました。 

 先週の例会終了時に宮山情報副委員長より、記

念卓話をするよう指示がありましたが、ロータ

リークラブに関して皆さんはすでに多くのロータ

リー関係の文献を熟読され、また情報委員会等の

勉強を受けられています。本日のテーマを何にし

たら良いか迷いましたが、私がロータリークラブ

に入会させていただく前にライオンズクラブに属

していましたので、ライオンズクラブの事を中心

に、第三の奉仕団体と云われる『国際キワニスク

ラブ』の存在を知りましたので、簡単に話をさせ

ていただきます。 

  指示された趣旨とは異なり、本日の私のテーマ

としては相応しくないかもしれませんがしばらく

お付き合い下さい。 

 それでは、まずライオンズクラブについてお話

します。 
 
『ライオンズクラブ』 

  ライオンズクラブの存在を始めて知ったのは高

校生の時でした。父が人吉のライオンズクラブの

メンバーだったので、我が家が例会場でした。帽

子をかぶりクラブソングから例会が始まっていま

したが、奉仕団体とは知らず、当初はプロ野球の

西鉄ライオンズの応援団の集まりかと思っていま

した。 

◎概要 

①クラブ数及び会員数 

 全世界のクラブ数 45,740 

      会員数 134万人 

 日本国内クラブ数 3,311 

     会員数 10万9000人（2010年現在） 

 人吉ライオンズクラブ会員数 32名 

         （３名名誉会員含む） 

★ロータリークラブでは？ 

 全世界のクラブ数200ヶ国 34,558 

      会員数 122万人 2013年現在    

 日本国内クラブ数 2,281 

      会員数 88,744人 2013年現在 

②名称 

ライオンズと云う名称は、スローガンを表してい

る 

  L   Liberty    自由を守り 

    I   Intelligence  知性を重んじ  

  O  Our      我々の  

    N  Nation’s   国の  

    S   Safety     安全を図る 

③理念 

ライオンズクラブの理念は、We Serve（われわれ

は奉仕する）です。ロータリークラブは、I 

Serveと教えられています。 

④歴史 

1917年にアメリカ・シカゴで元ロータリークラブ

の会員のメルビン・ジョーンズの提唱で誕生 

⑤社会奉仕 

高齢者福祉対策・精神障害者対策・献血、献腎、

献眼、骨髄 移植推進・ 青少年・薬物乱用防止

対策 等ですが、その中でも 主な奉仕活動は、

三献運動と云って、献血・献眼・献腎が主な活動

となっています。 

★角膜移植をされた物故ライオンズもいらっしゃ

いました。 

 

「薬物乱用防止例会」 

人吉保険所より講義を

受ける様子  

  

 

    
                                        

 次に、ライオンズクラブと云うと、あの独特の

スタイルが特徴です。このライオンズ帽子スタイ

ルは人気が無かったので、現在では入会式の戴帽

式時に着帽するだけのようです。 

 

「戴帽式」  

新入会員の入会時に 

ライオンズ帽子を会長

より 

 

「ライオンの森清掃例会」 

 1998年の創立15周年の記念事業として村山公園

にライオンズ像が設立され、清掃例会がありま

す。 

 例会出席についてですが、私が入会した当時は

商工会議所の３階会議室で昼食を摂りながらの例

会でした。出席が良くないので、何回もミーティ



人形を病院や人形を病院や施設に贈呈する 

★児童虐待防止 

★ユース（若者・学生）との協力   

★地域プロジェクト   

★表彰          

◎全世界での主な活動  

★エリミネイト・プロジェクト（破傷風撲滅） 

 ユニセフと共同で募金活動達成にて終了 

★ヨード欠乏症撲滅 

 2005年に募金目標達成にて終了 
               『ウィキペディア』参照 

 世の中には色々と、有意義な奉仕活動団体があ

る事でしょうが、本日はその中で世界三大奉仕団

体の我々のロータリークラブ以外のライオンズク

ラブとキワニスクラブについて話しをさせていた

だきました。どのクラブも夫々に特徴ある奉仕活

動を行なっています。 

 やはり私は、ロータリークラブ・その中でも

『人吉ロータリークラブ』が大好きです。今後と

もロータリーライフを楽しみ例会に出席したいと

思います。ＲＩ創立記念の卓話に全く相応しくな

い話で申し訳ございませんでした。 

  

【ニコニコ箱委員会】     委員長 青木一幸 

・齋藤会員 先週のバレンタインデーにチョコ 

 レートのプレゼントをお渡ししようと思ってお 

 りましたが、えこひいきがあると後に問題にな 

 り、お返しも大変だということで、ニコニコ副 

 委員長なのでチョコレートニコニコをすること 

 にしました。ロータリークラブにバレンタイン 

 します。                

・堤正博会員 本日、熊日新聞に我社の松田君が 

 マレーシアで頑張っている姿が出ていました。 

 外国でも「川辺」を一生懸命売り込んでいま 

 す。                                  

・葉山会員 熊本で組合の理事会の為、早退しま 

 す。                                   

・岩本会員 山賀さんが、ライオンズに在籍して 

 いた弟の話ばかりしますので、ニコニコをしな 

 ければならなくなりました。要らぬお世話で 

 す。                                   

・宮山会員 早退します。悪しからず。     

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会員 半期決算が出ましたが、Ｒ財団寄 

  付、円安の影響もあり苦戦しております。 

 皆様、更なるご協力をお願いします。        

 

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 先週、東京の大雪ですべったりこけ 

 たりしてた受験生の息子にやっとこさ春の便り 

 が届きましたので。                    

 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

ングを重ねて出た結果は、夜の例会にすることで

した。例会を夜にすると出席者が多くなると期待

しての変更でしたが、出席率は変化はありません

でした。どのクラブも同じと思いますが、例会出

席は矢張り会員個人の気持ちの持ちようではない

でしょうか。 

 ５月のお城まつりや

11月の産業祭時に焼き

ソバ・古着・等を販売

し、益金を有効に使用

す る。写 真 は チ ャ リ

ティーバザー風景。  

 人吉ライオンズクラ

ブには特異な例会があ

ります。それは物故ラ

イオンを供養する供養

例会です。物故者の遺

影を飾り、偲ぶ例会が

年一回あります。この例会は、私どもロータリー

クラブでも取り入れられたらと思います。 

 

 次に、国際キワニスクラブという奉仕団体があ

るそうです。ソロプチミストと云う女性の奉仕団

体は知っている方は多い事でしょう。 

７～８年位前の、大久保会長の時だったと思いま

すが、えびのロータリークラブの周年行事に行っ

た時に、そこでの挨拶の中でこのキワニスクラブ

が有ると云う事を聞いた覚えがあります。 
 
『国際キワニスクラブ』  

◎概要 

 1915年１月、ミシガン州デトロイトで設立され

ました。名称の由来は、デトロイト州に住んでい

た原住民の言葉で、『Nun-Kee-Wan-is』（みな一

緒に集まる）に由来している。 

 世界のクラブ数（96カ国）8,000 

     会員数 28万人 

 日本地区では、1964年に東京キワニスクラブが

アジア太平洋地域で最初のクラブとして設立さ

れ、日本各地に広がった。九州でも、福岡・熊

本・鹿児島・大分・長崎にクラブが設立されてい

る。 

◎理念 

 世界の子供たちに奉仕する。 

『まず子供を第一に考えよう』をモットーに、 

国際的に活動している。 

◎キワニアンの６つの目的 

★物より心を重んじよう 

★自分がされて嬉しいことを、他人にもしよう 

★仕事の質を高めよう 

★決まりを守り、社会に尽くそう 

★友情をつちかい力を合わせて活動を進めよう 

★国を愛し、善を高め、夢をはぐくもう 

◎日本での主な奉仕活動 

★キワニスドール 

病気の子供たちを支えづけるために会員手作りの


