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       会長 渡辺洋文 

 

  本日はクラブ協議会です。１年間の委員会活動

の評価と改善点の発表をして頂きます。よろしく

お願いします。 

  先週言い忘れたのですが、タイ語でパイナップ

ルの事を「サッポロ」と言うそうです。覚えやす

いですね。タイでパイナップルと言っても通じな

いそうです。ついでにタイでどんな美人に会って

も決して「キレイ」と言ってはいけませんと言わ

れました。タイ語で｢キレイ｣は汚いとか醜いと

か、バカにしたとても悪い言葉だそうです。下手

に使うと殴られるそうですのでお気を付け下さ

い。ちなみに、タイ語でエッチすることを「アオ

カン」と言いますが、日本語にも同じ意味の言葉

が有りますよね、言葉って面白いですね。 

 新聞やテレビで北タイの大地震のニュースをご

覧になった方も多いと思いますが、今回の｢夢の

家｣訪問の途中で、地震の被

災現場を何カ所か見せて頂き

ました。寺院の塔が折れてい

たり、学校の給水塔が使用不

能に成っていたり、民家の壁

が崩れ落ちていたり、局所的

ではありますが、地震の凄さ

を物語っていました。ただこ

の地震に対する日本のロータ

リーからの支援が１つも無い

そうです。東日本大震災の時

にはタイからも多くの支援を頂いています。日本

人会長である原田先生は、さぞかし肩身の狭い思

いをされているのではないかと思います。今年度

は後２週間で終わりますので、もし可能であれ

ば、次年度で検討して頂ければ嬉しいかなと思い

ます。 

 原田先生より、バナッダーさん留学奨学支援の

お礼とご説明、と言う事で手紙が届きました。  

まずはその手紙を読んでみたいと思います。 

 パナッダーさん留学奨学支援のお礼とご説明 

 私は日本ロータリー経験25年の体験を踏まえ、

タイ国・北タイ3360地区チェンライRCに移籍し２

年半。現在同クラブの47代会長職の立場にありま

す。また立場とは関係なく、一日本人ロータリア

ンとして個人的奉仕を北タイ貧困地域に我が身を

移して奉仕を行っています。その奉仕の一環とし

て現地の国立ダムロン高校で日本語ボランティア

教師とミャンマー、ラオス、タイ国境近くの山岳

民族村ワヴイ村に入り、アカ族子供たちの識字向

上支援を6年間しつ続けて参りました。私は日本

に帰国の折には、お声掛け頂く各地のRCに足を運

び「アカ族子供たちの貧困と識字向上に対する希

求現状」を語っています。余りにも貧困過ぎて、

そして僻地過ぎて、およそ日本のロータリークラ

ブの国際奉仕の視野には入らない現地を語り伝え

ています。 

 一方教師先の教え子の中には、貧困と逆境に打

ち勝ちながら日本語学習はじめその他科目学習に

励む学生がおります。アジアの、北タイの片隅で

励む優秀な学生にも、米山奨学金制度のように手

厚く支援をとは言いませんが、せめて日本留学の

機会を与えて頂けないだろうかと私は熱く語り、

懇願し続けて参りました。こんな私の訴えと子供

たちの希求に、この度RI2640地区（大阪・和歌

山）様に名乗りを上げて頂きました。ロータリー

の「奉仕の心」抜きにして考えられないことで

す。今年の10月から向う1年間大阪府立松原高校

で、私の教え子1名が夢の留学受け入れが決まっ

たのです。私の悲願達成であり、教え子学生の夢
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が叶ったのです。早速私

の教師先ダムロン高校の

国際学科長、日本語科主

任それに私が加わり、1名

の選抜選考を公平に実施

しました。留学を希望す

る84人の全学生に作文を課しました。 

1）日本留学の動機 

2）日本に行って学びたいこと 

3）帰国後その経験をどのように生かしたいか、

です。その結果最終選考で選ばれたのが､学業も

優秀な既に案内通りのパナッダー（17）さん、新

高３年生です。 

 彼女は生後14日で母を亡くし、２ケ月後には父

を交通事故で亡くしました。兄弟もなく天涯孤独

の人生を優しいおばさんに育てられ、稀有な逆境

に挫けることなく学業優秀にして明るい性格の娘

さんに成長したのです。 

 しかし、この奉仕精神に満ちたRI2640地区（大

阪・和歌山）様ご提示の留学制度たりとも、RI制

度の青少年交換の制度の域を超えることはできま

せん。即ち日本に来るまでの資力と日本での社会

保険等の負担、また留学中の私的教材の負担、約

35万円は本人か親が負担しなければならないので

す。その結果親も兄弟もいないパナダーさんが留

学するためには大きな障壁なのです。それ以前に

タイ人一般大人賃金は年収25万円ほどです。学力

と強い動機と目標があっても資力がないパナダー

さんには、ロータリーの国際奉仕支援を受けての

日本留学は、所詮高嶺の花なのです。 

 私はこの不条理を克服すべくフェースブックを

通して、非難を浴びることを覚悟して語り 

私は自らの責任で｢彼女の留学を実現させて上げ

たい｣の思いを皆様に呼びかけたのです。 

フェースブックロータリーの友の皆さんの奉仕精

神を信じて。 

 その結果､心ある渡辺様のご支援に巡り会えま

した｡心よりお礼を申し上げます｡私はこれからパ

ナッダーさんの10月からの日本留学に向けて、皆

様の支援金を背景に着々と準備を進めて参りま

す。そして随時報告をさせて頂きます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 原田先生の、呼びかけに対して個人的に支援を

させて頂きました。今回の北タイ訪問を通して、

この狭い地域ですらまだまだ支援を必要としてい

る人達が沢山居ることを再認識させられました。

今後支援をするしないは別にして、奉仕活動を検

討するときの参考にして頂ければと思います。 

  

 

   幹事 井手富浩 

【連絡事項】 

①中津ＲＣより３月に開催されました創立60周年 

 記念誌が６冊届いております。式典参加の方へ 

 お渡しします。   

②人吉市暴力追放協議会より6/19（木）開催予定 

 の平成26年人吉市暴力追放協議会総会が延期とな 

 りました。    

③人吉市みどり推進協議会事務局より総会資料が届 

 いております。      

④人吉市青少年育成市民会議より平成26年度人吉市 

 青少年育成市民会議 総会、研修会の開催案内が 

 届いております。 

 日 時： 6/28 (土) 9：30～12：00 

 場 所：人吉市東西コミュニティセンター会議室 

 ３名以上の参加依頼となっております。 

  → 会長と新世代委員会へお渡しします。 

⑤人吉柔道協会より先日開催されました第41回人吉 

 球磨中学柔道大会への後援お礼と写真が届いてお 

 ります。  

【例会変更・取止め】  

水俣RC6/24→「新旧交替式」の為 時間：18：30～                                          

          場所：「あらせ会館」に変更    

〃 7/29(火)の例会は公式訪問の為7/31(木)に変更 

 
  
    委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

      ６月第一例会のご案内 

   日時；6月13日（金）19時30分～ 

   場所；矢黒町人吉球磨川道院（少林寺拳法） 

   内容；護身術 

   メークアップです。見学歓迎します！ 

 

【次年度より】      次期幹事 有馬宏昭 

 昨日で４回開催しました次年度委員会が終わりま

した。熱心な論議、誠にありがとうございました。  

 現在、次年度栞の作成をしておりますが、ガバ

ナー公式訪問が7月30日に予定されていますので、

クラブ活動計画書の提出の期限が迫ってきておりま

す。委員会計画・方針年間プログラムを6月20日

(金）までにご提出ください。 

 また、栞の会員名簿のページに変更（事業所・自

宅の住所、電話番号など）があります場合は早めに

事務局までお知らせください。宜しくお願いいたし

ます。 

＊届け出欠席 中川・村山・北・宮山・葉山・大賀・岩本 

       堀川・小林清・有村 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

＊メークアップ  

 地区大会；有馬    ＰＥＴＳ；鳥井×2 

 中津RC60周年；伊久美・中川・渡辺・井手・延岡・中島 

 人吉RAC例会；有馬  地区ｾﾐﾅｰ；中川 

本日の出席率 

会   員   数   64名   82.76% 

出 席 免 除  6名 5 / 3 0 出席率 81.96％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 11名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率 100％ 



【親睦委員会】       委員 漆野智康 

【来訪者あいさつ】   摂津隆祐ガバナー補佐 

  

 ３回目の訪問になります。 

 本日は私が交通事故発生直後

目撃した事例についてお話させ

ていただきます。 

  （配布資料で説明） 

 

【ニコニコ箱委員会】  副委員長 斎藤日早子 

・摂津ガバナー補佐 ３回目の人吉RC訪問です。 

 宜しくお願い致します。         

・馬場会員 6/8熊本での演奏会が終わり人吉行 

 きの高速バスで伊久美さんとお会いしました。 

 人吉ICに奥様が迎えにお出でて私の自宅まで一 

 緒に送っていただきました。有難うございまし 

 た。感謝してます。ロータリー入っててよかっ 

 たな・・・。                

・青木会員 所用のため早退します。      

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 公益財団法人ロータリー米山記念 

 奨学会の第７回理事会に出席してまいりまし 

 た。                  

        点 鐘  渡辺洋文会長 

 
     
      最終クラブ協議会 前半 

 

 

 

 

 

 
 
○クラブ運営委員会 （委員長 鳥井正徳） 

 方針として「組織運営の中枢としてクラブのサ

ポートを強化する」と揚げ、そのため各委員会相

互の意思の疎通を図りながら共通理解に基づく実

践をすることをめざすとしておりましたが、連携

に重要な各委員長合同会議は持てませんでした。

反省しています。従来通り各委員長さんにお任せ

した次第です。 

 

ニコニコ箱委員会 （副委員長 齋藤日早子） 

 皆様のご協力により、現在までのニコニコ額は

1,355,758円となっています。 

 目標を150万としています。今年度も残りわず

かですが最後までご協力をお願いいたします。 

 

ＳＡＡ （委員長 漆野智康） 

１.評価      

 今年度、３点の変更を行いました。例会場のレ

イアウト・食事を弁当形式にそして卓話者ご自身

でｽﾗｲﾄﾞを操作していただくようにワイヤレスポ

インターを購入していただきました。 

１-１.レイアウト変更は、長年縦型だったため 

 当初席が解りにくかったのですが横型の席次 

 表を作成してから改善されたと思っておりま 

 す。      

１-２.食事の変更に関しては、弁当方式の日は 

 食器をかたずけるための立歩きがなくなり例 

 会がスムーズに進むよう改善されました。 

１-３.最後のワイヤレスポインターですが、購 

 入してから外部卓話者による使用がありませ 

 んでしたが、渡辺会長に毎週利用いただきま 

 した。     

２.改善      

 今年度は毎週ロータリーソングを代えたつもり

でいましたが、馬場会員が作成された人吉ロータ

リークラブ賛歌のＣＤが見当たらず、一度も流す

ことができませんでした。ＣＤが見つかりました

ら例会開始前のＢＧＭやロータリーソングとして

利用できるのではないかと考えました。 

 渡辺会長は、今年度の変化を求められました。

会長が望まれる変化を起こしたことができたかわ

かりませんが、委員会として例年にない変更が行

われたと思っております。  

 今回このように変更改善できたのは、委員の皆

様のご協力の賜物であり特に片岡会員には大変ご

指導アドバイスをいただきました。 

 委員の皆様、事務局緒方さん、ご協力有難うご

ざいました。     

 

プログラム委員会 （委員長 平田フク） 

 評価：プログラム委員長を２年連続してさせて

いただきました。昨年は安達委員に助けていただ

き反省あるのみでした。今年度目標として、節度

ある楽しい例会運営とかかげて一年間やったつも

りですが、皆様のご協力で時間配分もまあまあで

した。 

 改善として、プログラムより言えることではな

いかもしれませんが、会長の時間を少し静かに出

来ないかなと思います。未熟な委員長でしたが皆

様の温かい思いやりに感謝いたします。本当にあ

りがとうございました。 

 

出席委員会 （副委員長 中村太郎） 

 これまでの委員会活動は、例会時の出席率の報

告と、例会出席への呼びかけ、４カ月毎の個人出

席率の配布でしたが、例会に多く出席して頂ける

ような工夫も必要だったように思います。 

 出席委員長をさせて頂いて感じた事は、例会の

６月の結婚祝い  

 宮山 惇会員  ４日  大野啓介会員 ７日 

 延岡研一会員   21日     

６月の誕生祝い  

 塚本哲也会員  ７日   堀川匠太会員 14日 

 葉山稔洋会員   29日  戸高克彦会員 29日  



職業分類委員会 （委員長 外山博之） 
今年度入会者 
①坂井初男(NTT西日本人吉営業所.所長.H25年8 
 月入会)通信事業（電気通信事業）※H26.5.31 
 退会 
②下田文仁（大和一酒造元.代表者.H25年12月入 
 会）酒精飲料（焼酎製造） 
③大野啓介（熊本銀行人吉支店.支店長.H26年4月 
 入会）金融業（商業銀行）   
④堀川匠太（大乗技建日本㈱.取締役社長.H26年5 
 月16日入会）建設業（土木）  
⑤村田武澄（NTT西日本人吉営業所.所長.H26年6 
 月27日入会予定）通信事業（電気通信事業） 
 
会員選考委員会 （委員長 大久保勝人） 
 会員選考委員会では今年度５名の方を選考しま
した。全員をすべて異議なく承認しております。  
 家庭集会は2013年11月13日委員会全員の出席で
開催しております。 
 
Ｒ財団委員会 （委員長 延岡研一） 
 一人当たり150ドル、クラブとして65名分の
9,750ドルの寄付目標に対して今日現在6693.61ド
ルです。内訳は、特別寄付2391.31ドル、カード
寄付1642.30ドル、前・後期普通寄付（一人当た
り前期20㌦後期20㌦）2600ドル、新入会員寄付60
ドル（一人20ドル×3名）です。 
 ポリオプラス指定寄付は財団地区資金からまと
めて捻出しましたのでクラブとしてはありません
でした。 
 目標達成にあと3056.39ドルですが、最終例会
に向けての多額の特別寄付と100万ドルの食事か
らの充当で何とか達成できそうです。ありがとう
ございました。本年度に続き次年度も地区補助金
の申請をしておりません。次年度は一人当たり
150ドル達成クラブとして次々年度事業になりま
すが、必ず補助金申請を行うべきだと思います。 
 
米山記念奨学委員会 （委員長 宮原和広） 
 会員皆様のご協力によりまして、普通寄付・特
別寄付・米山カードとたくさんの寄付を頂き、あ
りがとうございました。おかげさまで総額80万円
を超える結果になりそうです。 
 委員会はこの１年、方針・計画に基づき、下記
の活動を実施しました。  
１．９月２７日；「ロータリー米山記念奨学事業 
  のいま」のビデオ放映を実施。 
２．１０月１１日；米山奨学生招待事業を実施。 
  熊本りんどうＲＣが世話クラブとなっている 
  中国の奨学生、羅式鈺さんと河合伯政カウン 
  セラーを招待しました。 
３．１０月１８日；９月２８日に熊本で開催され 
  ました米山セミナー報告と米山月刊卓話を実 
  施。 
 以上が、米山記念奨学委員会の活動経過報告で
す。今後も引き続き、米山記念奨学会へのご寄付
を宜しくお願い致します。 
 
        閉  会 

出席率が90％を超えた時の安心感と、ホーム例会

全員出席（100％）を一度実現させてみたかった

という事です。最後までやり遂げることのできな

かった私の言う事ではありませんが、そう思いま

した。１年間ご協力頂きまして有り難う御座いま

した。 

 
戦略計画委員会 （委員長 鳥井正徳） 
 さまざまな視点からこれまでの活動を見直し、
これからのクラブとしてのビジョンを作成する。
そして話し合いの内容を会員に周知する。 
（話題に上がったこと） 
・各委員会の地域社会との係わりを一覧表にし、 
 各委員会が地域とどのように係わっているか検 
 討しました。 
・地域のいろいろな協議会への会費、賛助金、支 
 援金を見直すところはないか。 
・特別会計の使途を見直し、余裕あるものにでき 
 ないか。 
・例会在り方を検討しては。 
・地域支援の活性化を図る必要はないか、友愛基 
 金を活用した高校生対象の奨学金制度もその一 
 環と提案しています。 
※途中から戦略委員会は「理事会と各委員会の中 
 間に位置する」と示されましたが、話し合った 
 内容の具現化をどうするのか、どこに上げてど 
 う処理するのか、消化不良でした。 
※戦略委員会は差し当って「事業相談」委員会に 
 考えたらどうかという意見もありました。 
 
会員組織増強委員会 （委員長 塚本哲也） 
 今年度は計画、方針通りに上手く進行できずに
委員の方々にはご迷惑をお掛けしました。また、
会員の皆さんには新入会員の情報等をいただきあ
りがとうございました。 
 今年度は、渕田さん、木村さん、片岡忠雄さ
ん、田中信也さんの４名が退会され、下田会員、
坂井会員、大野会員、堀川会員の４名の入会があ
りました。また、今月転勤で退会された坂井会員
の交代会員として、村田さんの入会が予定されて
います。よって今年度の増減は0となっておりま
す。プラスにできず残念ではありますが、次年度
も副委員長として引き続きがんばりますので、皆
さんの新入会員の情報をお待ちしております。あ
りがとうございました。 
 
Ｒ情報委員会 （委員長 和田栄司） 
 ２月のＲＩ創立記念卓話は山賀パスト会長にお
願いいたしました。５月のクラブ創立記念卓話は
和田が担当いたしました。新入会員の坂井会員、
大野会員、堀川会員に入会前のオリエンテーショ
ンを行いました。 
 会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責
務に関する情報を提供して、十分な理解と認識を
深めるよう努力いたします、と書きましたが、本
当に出来たかどうか疑問ですが、もうすぐ１年が
終わります。次年度の委員長さんに期待しており
ます。 
 


