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       会長 渡辺洋文 
  

 ゴールデンウィークもあっと言う間に終わ

り、比較的天気も良かったので出かけられた方

も多かったのではないでしょうか？ 

 ５日の早朝掃除はお疲れ様でした。不覚にも

寝過ごしてしまい、誠に申し訳ありませんでし

た。前日一睡もせず玄界灘に行き、夜９時過ぎ

に帰ってきたのですが、道具を洗ってかたづけ

て風呂に入る位までは記憶があるのですが、そ

の後の記憶が飛んでしまいました。今後このよ

うなことが無いよう気をつけます。 

 チェンライロータリークラブ原田会長より

メールが届きましたのでお伝えします。 

「子供たちは５月１３日に山の親元から寮に戻

ります。新学期を迎えて、素晴らしい贈り物で

す。ありがとうございました。」と言うことで

す。 

 

 アカ族子供寮「夢の家」寮内雨避け工事 

 支援作業報告 

 

1.高台に位置する女子寮の前に雨避け 

 ひさしをつくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

2.高台から降りる階段に屋根を付けました。 

 

3.食堂と図書室の間 

  の敷地を全面屋根 

  にしました。 

 

 

 

4.子供たちはこれで 

  で雨に濡れずに施 

 設移動が出来るよ  

 うになりました。  

 

 

 今後の来客時に子供たちがアカ族の歌や踊り

をこの舞台で披露します。その第一回を渡辺会

長ご一行時に披露させます。未だ未完成です。

塗装もしておりません。完成の暁には、上の両

柱上部（屋根下）左右一杯に「全寮間雨避屋根

工事 提唱クラブRI2720地区人吉ロータリーク

ラブ 支援クラブRI3360地区チェンライロータ

リークラブ」と３段書きします。ロゴは日本国

旗、タイ国旗、ロータリーマークを入れます。 

 

 原田先生のメールの続きです。 

渡辺会長さんに、ご理解とお願いがあります。

私はこちらでの生活は総て自転車です。ですの

でお連れする移動は、ワゴン車の終日チャー

ターをお願いします。またアカ族子供たちに

「カレーの炊き出し」をして頂けないでしょう

か。またせっかくの訪問ですから、希望でした
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１．高台に位置する女子寮の前に雨避けひさしをつくりました。

２． 高台から降りる階段に屋根を付けました。

３．食堂と図書室の間の敷地を全面屋根にしました。

これで施設内移動が、雨に濡れずに子供たちは可能になりました。



ら私の教師先ダムロン高校に訪問ください。そ

の折に50個ほどの御菓子類（例えば、どら焼き

50個）を子供たちにお願いできないでしょう

か。宿泊については当クラブ使用のウエインホ

テルをお願いします。こちらでの行動利便から

も。価格はロータリーレートで1,800バーツほ

どで交渉します。以上料金的には、 

１．ワゴンチャーターは運転手付きで終日１万

円＋ガソリン実費、２日間。 

２．カレー炊き出しは40人分のルー調達を日本

でお願いします。その他はこちらの市場で皆さ

んと買出しします。総額7,000円ほどです。

３．ホテル代は１泊5,500円ほどでしょう。概

算総てで、４人だとして１人当り22,000円ほど

でしょう。３日間道中の会食も含め、チェンラ

イ到着後に私に１人当たり25,000円ほど預から

せて頂けないでしょうか。総てを賄います。実

費精算をさせて頂きます。よろしくご検討くだ

さい。 

 と言うことでまだ間に合いますので、参加を

希望される方は僕か事務局に今日中にご連絡下

さい。 

 韓国の客船沈没事故の報道が連日続いていま

すが、犠牲者の中に韓国のインターアクターも

多数含まれていると言う事で、ご冥福をお祈り

したいと思います。その後のソウルの地下鉄事

故を含め、韓国社会のほころびが露呈して来て

いるのかなと思います。 

 皆さん、韓国の総合家電・電子部品・電子製

品メーカーのサムスン電子と言う企業はご存じ

だと思いますが、携帯電話と液晶テレビが有名

です。 

 2010年の売上高が大韓民国のGDPの22%、株式

時価総額は韓国株式市場の25%(外国人持ち株率

は50%以上)、韓国の輸出額の24%を占め、資産

は韓国国富の３分の１に迫る、大韓民国最大の

企業です。日本では考えられないと言うか、

笑っちゃう位の巨大企業ですが、外国人持ち株

率が50％以上と言うことは、もはやサムスン電

子は韓国企業とは言えない、韓国にある多国籍

企業といった方がいいのかもしれません。 

 なぜ、サムスン電子が世界中で急速にシェ

アーを伸ばせたのか？もちろん価格が安いとい

うのも有ると思いますが、多国籍企業がバック

に居たのかなと思うと、なるほどと思えるので

は無いでしょうか。銀行を含め、ほとんどの韓

国企業の外国人持ち株率が50％を超えていると

言う現実を見ても、韓国社会が、外国人株主、

あるいは多国籍企業の為の植民地と化している

と言ってもいいのかもしれません。韓国の大学

進学率は80％を超えているそうです。日本でも

60％位では無いでしょうか、韓国の大卒者の就

職率が50％位だそうですが、日本は悪い悪いと

言われながらも80％位は就職が出来る、仕事を

選ばなければもっと就職率は上がると思いま

す。韓国で運良く就職できたとしても新卒の初

任給が７万円～８万円だそうです。物価は日本

とさほど変わらないことを考えると、とても大

変なのでは無いでしょうか？ 

 韓国は日本より一足先に米韓ＦＴＡの二国間

交渉を始めましたが、その結果がこれではとて

も怖い話ですよね。日本も今米国とのＴＰＰ交

渉をしていますが、よほど慎重にやらないと韓

国の二の舞になってしまいかねないのではない

でしょうか？ 

 

   副幹事 有馬宏昭 
 

【連絡事項】 

①ガバナー事務局より2014年5月のロータリー 

 レートは1ドル＝102円となっております。 

②水俣RCよりＩＭ参加の御礼と写真が届いて 

 おります。   

③熊本東南ＲＣより創立30周年記念式典出席へ 

 の御礼が届いております。   

④人吉柔道協会より「第41回人吉球磨中学校柔 

 道大会」への共催案内が届いております。新 

 世代委員会にて予算化しておりますので、施 

 行します。   

⑤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月１３日(日) 16:00～19:30  

  場 所：熊本ホテルキャッスル2Ｆ 

    申込締切は5/31(土)となっております。 

⑥RI 2720地区小山ガバナーエレクト及び中川 

 次年度会員増強、拡大部門長より 「2014～ 

 15年度会員増強セミナー」の開催案内が届い 

 ております。 

  日 時：６月８日(日)13:30～16:30  

  場所：グランメッセ熊本2Ｆ「大会議室」   

 出席義務者は、次年度クラブ会長、クラブ会 

 員増強委員長及び希望者となっております。 

 次年度へお渡しします。申込締切は5/30(土) 

 までです。 

⑦地区ローターアクトクラブより「第29回地区 

 ローターアクト研修会」の案内が届いており 

 ます。日 時：6/28(土)・6/29(日)です。 

   →渡辺会長へお渡しします。  

【回覧物】  

①先日職場訪問させて頂きました人吉医療セン 

 ターより広報誌「翔」４月号が届いておりま 

 す。回覧します。    

【例会変更・取止め】     

熊本西南RC5/29→ｸﾗﾌﾞ定款に基づく取止め 

八代南RC5/13→懐良親王陵清掃の為、               

       11:30～清掃 12:30～例会 

        場所を懐良親王陵に変更 



 〃  5/20→職場訪問例会の為 11:30～、 

  グランドホテル集合 会場;上野窯 

 〃  5/27→クラブフォーラムの為 18:30～   

        場所;八代グランドホテル 

  
 
   委員長 戸高克彦 

 

 

 

 

 

 

  

 

【環境保全委員会】   委員長 小林祐介 

 お城まつり翌日の５月５日、恒例のクリーン

人吉早朝清掃に参加戴きました16名の皆様、ご

協力ありがとうございました。 

 

【出席委員会】      委員 浅野 強 

 クリーン人吉運動に業界・企業で参加された

方がいらっしゃればメークアップになりますの

で事務局に報告をよろしくお願い致します。 

  

【親睦委員会】      委員長 村山能史 

   人吉ロータリークラブ定款変更について 

                     会長 渡辺洋文  

 本クラブ第19条に基づき、ＲＩ規定審議会で変更さ

れた部分についてクラブ定款を改正いたしました。 

 会員皆様には例会時に、また、欠席の方は郵送で届

いていることと思います。これよりスクリーンで改正部分

のご説明をいたします。   ～説 明～ 

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友５月号紹介 

           紹介者 大野啓介会員 

 皆様こんにちは。ロータ

リーの友５月号のご紹介を

させていただきます。雑誌

の紹介がはじめてでござい

まして、読み間違い等があ

るかもしれませんが、何卒

ご容赦お願いいたします。 

 それでは今月の表紙からご紹介します。 

 横組み側は「新緑の中を泳ぐ」というタイト

ルで、香川県のロータリアンからの投稿です。

愛媛県西条市丹原町の鞍瀬川上流で撮られたも

のです。30年以上も前から地元老人クラブの人

たちの世話で、飾られなくなった鯉のぼりを集

めて泳がせたのが始まりで、今では地元の呼び

物名物となり、大勢の観光客が訪れているとい

うことです。 

 次に、縦組み側は「おぼろ月夜」というタイ

トルで、長野県のロータリアンから投稿された

作品です。長野県千曲市の聖山高原樺山の山中

で撮られたものです。ときには一晩二晩待ち続

けることもしばしばあるとのこと。絶妙な

シャッターチャンスで撮られた一枚だと思いま

す。表紙については以上でございます。 

 それでは横組み３ページからご紹介いたしま

す。【ＲＩ指定記事】「ポリオ撲滅 そのゴー

ルのために」ＲＩ会長のお話が掲載されていま

す。ロータリーが四半世紀以上にもわたり取り

組んできたポリオ撲滅活動が、「あと少し」の

ところまで来ました。しかし、私たちが前に進

み続けなければ、そのゴールテープを切ること

はできません。そして、世界中のあらゆる地域

にいる一人ひとりのロータリアンの支援があっ

て初めて達成されます。と、残された「あと少

し」のための活動の大切さをバートンＲＩ会長

は呼びかけています。 

 次に、7～14ページには、特集  わたしたち

の活動「国際ロータリー戦略計画」の３つの優

先項目の１つに「公共イメージと認知度の向

上」があります。この目標の１つとして挙げら

れているのが「行動を主体とした奉仕活動を推

進する」。国内、特に地域社会での活動は、そ

の基本となります。各クラブでの活動を紹介し

ています。 

本日の出席率 

会   員   数   64名   73.33% 

出 席 免 除  4名 4 / 2 5 出席率 73.33％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 16名 

出 席 者 数  44名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 立山・友永・葉山・齋藤・青木・丸尾・北 

       浦田・片岡・宮山・井手・有村・大賀・岩井 

       尾上・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本， 高山 

＊メークアップ  

 地区大会；赤池・青木・有馬・有村・浅野・馬場・原田 

      葉山・平田・本田・井手・伊久美・石蔵・板井 

      岩井・岩本 

５月の結婚祝い ５月の結婚祝い   

 井手富浩会員   3日  渡辺洋文会員  6日 

 岡 啓嗣郎会員  15日   中川貴夫会員 18日  

 原田知一郎会員 22日   村山能史会員 28日 

５月の誕生祝い ５月の誕生祝い   

 宮山 惇会員   3日   平田フク会員  9日 

 下田文仁会員  31日  

 

 

 

 



 Ｐ9～12の、わがまち････そしてロータリー 

新潟県村上市 城下町を彩る町屋の人形さま巡

り（文；宮本貢 写真；水村孝）ロータリアン

個人に焦点を当てた「この人、この仕事」に代

わる、2013年10月号からスタートした今年度の

新連載です。「わがまち」を通じてロータリー

と地域のかかわりを紹介しています 

 Ｐ13～17は友愛の広場／バナー自慢 会員か

らの投稿のページです。ロータリーから少し離

れて自由に、またロータリーライフでの意見、

思いを語っています。各クラブのバナーを紹介

していくバナー自慢欄は、今年度から友愛の広

場欄の中に移動され、引き続き、会員の皆さま

の投稿のページになるとのことです。 

 Ｐ18～19では、卓話の泉 例会での卓話を要

約して掲載されています。各クラブからの会

報・週報から豆知識として活用できる卓話を選

ばれて掲載してあるそうです。 

 Ｐ20～21は、ロータリー俳壇.歌壇.柳壇  

 Ｐ22～31ロータリー・アット・ワークでは、

会員の投稿による、各ロータリアン、各クラブ

の個性あふれる意見や活動を紹介されていま

す。 

 以上でロータリーの友５月号の紹介を終わら

せていただきます。 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員 伊久美寛志 

・渡辺会長 結婚記念日すっかり忘れてまし 

 た。                

・平田会員 今日が誕生日です。皆さんに祝っ 

 ていただき大変うれしく有り難いです。出来 

 れば当日賞があればもっとうれしいかな？ 

 と、すみません。          

・原田会員 結婚記念御祝頂きましてありがと 

 うございます。           

・下田会員 誕生祝ありがとうございました。 

 47歳になりました。飲み過ぎ食べ過ぎに注意 

 しながら健康に、仕事や地域活動にがんばっ 

 ていこうと思います。        

・伊久美会員 むりやりスマイルをさせまし 

 た。申しわけありませんでした。   

・戸髙会員 本日の例会に遅れましたのでごめ 

 んね致します。           

・武末会員 ○連休中、孫の子守りに兵庫県明 

 石市に行ってきました。新幹線の車内で飲む 

 ビールは格別でした。○早朝掃除は留守でし 

 たので欠席しました。        

 

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 結婚記念のお祝いを戴きありがと 

 うございました。          

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 次の15～18ページには、「心は共に 東日本

大震災」、東日本大震災から３年がたちまし

た。緊急支援から、長期的な展望にたった町の

復興支援、被災した人々への心のケアへと姿を

変えながら、国内外ロータリアンたちの支援活

動は続きます。とのことです。 

 次にＰ19～23視点 ガバナーのページでは今

年度のガバナー各氏によるロータリアンへの語

りかけです。2720地区人吉中央ＲＣの赤山ガバ

ナーより、3/15～16開催された地区大会のこと

が紹介されていました。 

 24ページ、ＷＨＯが東南アジア地域でのポリ

オ撲滅宣言 3月27日、世界ポリオ撲滅計画

（ＧＰＥＩ）は、ＷＨＯ（世界保健機関）が東

南アジア地域の国々でポリオが撲滅したことを

祝いました。ポリオに終止符を打ち、そのこと

によって多くの利益がもたらされる、歴史的な

出来事です。ここは世界を6つに分けたＷＨＯ

の地域で、公式にポリオ撲滅が認められた4つ

目の地域になります。とのことです。 

 よねやまだよりＰ26～27、ありがとう、ロー

タリアン！43年ぶりの世話クラブ  

（米山学友 黄仁安） 奨学生時代にお世話に

なったロータリアンへ感謝の心を持ちながら

も、日常の忙しさなどを理由に、つい、連絡を

後回しにしている米山学友は多くいると思いま

す。今回はそんな米山学友の一人、黄仁安さん

が実に43年ぶりに世話クラブを訪問しました。 

訪問先のクラブで、感謝の気持ちばかりでな

く、母国でロータリアンとなりロータリー精神

とともに歩んできた半生を話しました。 

 Ｐ28～29、バギオ基金・フィリピン奨学生へ

の光・育英事業 第35回バギオ訪問交流の旅 

 一般財団法人比国育英会バギオ基金会長 坂

本 俊雄（東京八王寺南ＲＣ）、バギオ基金

は、バギオ市に住む日系およびフィリピンの高

校生と大学生への育英事業です。今年も総勢52

人のロータリアンとその家族が2月7～12日の5

日間、フィリピンを訪れたときのことが掲載さ

れています。 

 Ｐ35～42はＲＩ指定記事、会員の入会と維持

について紹介してあります。  

 次に縦組みの紹介です。Ｐ4～8、発達障害に

気がつかない大人たち（福島学院大学大学院教

授 星野仁彦氏）大人の軽度の発達障害者は、

社会への適応レベルや職業、年収などが千差万

別で、人生の満足度に大きな違いがあります。

社会で大活躍して尊敬を集め、高収入を得てい

る人もいれば、社会に適応できず、40歳代に

なっても定職に就かない人もおり、その境遇に

はまさに天と地ほどの差があります。社会に適

応し満足できる生活をするためには、職業選択

は非常に重要です。とのことです。 


