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       会長 渡辺洋文 
 
  ワールドカップで午前中

は仕事が手に着かなかった

方も多かったのではないで

しょうか、残念ながら引き

分けてしまいましたが、望

みを捨てず頑張って欲しい

と思います。 

 １４日土曜日、日田ロータリークラブの50周

年に，中島会員・中川会員・井手幹事の４人で

参加しました。記念講演は作家の井沢元彦氏

で、テーマが「歴史から見た日本人の危機管

理」でした。 日本語には言霊が有って、言葉

に魂が宿り、言った事が現実に成ると思ってい

るので、日本人は人前で縁起の悪い話はしな

い、結果的に危機管理が遅れてしまうと言う話

はなかなか面白かったなと思いました。言霊も

日本の美しい文化ですが、これだけグローバル

化した社会では余りにノー天気と言われても仕

方ないかも知れませんね。 

 祝賀会は、屋形船でしたが、なかなか情緒が

あって良かったと思います。球磨川でも出来れ

ばいいのにと思いました。 

「夢の家」訪問の記事が人吉新聞に掲載されま

した。石蔵会員ありがとうございました。 

｢夢の家｣雨よけ渡り廊下の完成式のビデオは最

終例会で見て頂きたいと思っていますので、今

日はビデオで紹介し切れてない観光を含めてを

写真でご紹介したいと思います。 

 

 

   幹事 井手富浩 
 

【理事会承認事項】           

①新入会員候補者、村田武澄氏（交代会員）の 

 入会が承認されました。ロータリー情報委員 

 会へオリエンテ－ションを御願いします。 

 （入会式 6/27予定） 

【連絡事項】     

①RI3360地区 タイ国・チェンライＲＣ 原田 

 会長より感謝状が届いております。  

②RI2720地区 ガバナー事務局より地区大会

「心に残る体験発表」のＤＶＤが届いておりま 

 す。  

③今年度の出納期限がせまっておりますので、 

 本日と6/27（最終例会）のスマイル及びロー 

 タリー財団、米山記念奨学寄付は、現金にて 

 御願い致します。 

④同じく会費等の納入期限となっております。 

 本日以降、幹事と会計より連絡をさせて頂き 

 ますので、早急の御入金（振込又は、現金に 

 て）を御願い致します。   

⑤出席率100%が3月時点で33名となっておりま 

 す。３月以降クリーン人吉や次年度委員会等 

 メークアップの機会も多かったと思います。 

 年度を超えてのメークアップも可能ですので 

 是非100%を目指して下さい   

通  算  2 8 0 1回 

2 0 1 4 年 6月 2 0日 

第 45 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 大賀睦朗委員 

          クラブ協議会最終報告 後半   



【配布物】     

①ガバナー月信 ⅤoL12  6月号が届いておりま 

 す。全会員に配布します。 

②ガバナー事務局より地区大会のＤＶＤが届い 

 ております。全会員に配布します。  

 

【来訪者あいさつ】 

○赤山武興ガバナー、岡本光雄地区幹事より、 

 ガバナー年度支援協力へのお礼の御挨拶をい 

 ただきました。 

○3680地区津名ＲＣ本名会員よりご挨拶をいた 

 だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

    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ＲＡＣ最終例会.懇親会のご案内 

  日時；６月２５日(水)１９時３０分～ 

  例会； 立山商店 茶の蔵 

  内容； 眞鍋会長の今期振り返り例会 

     ａｎｄ卒業式  

        懇親会 

      場 所；がんこ 

      会 費；4,000円             

 例会・送別会へ参加される方は、23日(月)ま

でに返信をお願いします。メークアップになり

ますので多数の参加をお待ちしております！！ 

 

【次年度幹事】     次期幹事 有馬宏昭 

 本日クラブ協議会終了後に被選理事会を開催

いたします。場所は２階｢桃山の間」です。次

年度理事の方々はお集まりくださいますよう宜し

くお願いいたします。 

             

【次年度親睦委員会】   副委員長 北昌二郎 

 次年度親睦委員会からご案内します。新年度の

第一例会７月４日(金)は夜の例会となります。 

 18時30分例会開始、例会終了後「新旧役員理事

歓送迎会」を開催いたします。ご案内をＦＡＸい

たしますので期限内に出欠ご返信をよろしくお願

い申し上げます。  

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友６月号紹介 

           紹介者 中村太郎会員 

 ロータリーの６月号の紹介

をさせていただきます。雑誌

の紹介が初めてで読み違い等

あるかもしれませんが、何

卒、ご容赦願います。 

 それでは、まず今月の表紙

から紹介いたします。横組み

側は“鳥川のほたる”というタイトルで愛知県の

ロータリアンが、愛知県岡崎市鳥川町で撮影され

た作品です。この鳥川町には、以前からほたるの

保存会があり、平成21年に閉校なった鳥川小学校

を岡崎市ホタル学校としてホタルの保護に努めて

います。この写真を撮った日の夜は、五時間ほど

ねばっての撮影で、近くを走る車の ヘッドライ

トを気にしながら、また、蚊が多いので虫除けス

プレーを使うとホタルが寄ってこなくなるので苦

労されて撮影された１枚だそうです。縦組み側

は、“御田植祭”というタイトルで田んぼの中を

フンドシ一本の勇敢な若者たちが、大きなうちわ

の付いた忌竹(いみだけ）を奪い合う竹取り神事

で、三重県のロータリアンから投稿されました。

千葉の香取神社、大阪の住吉大社とともに 日本

三大御田植祭の一つに数えられ 毎年６月２４日

に行われる御田植祭が、初夏の到来を告げるそう

です。表紙については以上でございます。 

 それでは、『ロータリーの友』のコンテンツに

沿って紹介させていただきます。横組みから紹介

いたします。まず３ページにＲＩ指示記事として

『ロータリーを実践し続けよう』と記事がありま

す。ＲＩ会長ロン.バートン会長は、参加するこ

とは、私達の今年度のテーマ『ロータリーを実践

し みんなに豊かな人生を』そのものです。そし

て、私達ひとり一人がそれを成し遂げてきまし

た。私達のひとり一人が椅子から立ち上がって、

ロータリーを実践してきたので、私達は人生を豊

かなものに変えたのです。と、ロン・バートン会

長は本年度の活動を評価しています。そして皆さ

んのひとり一人がこれからも『ロータリーを実践

し みんなに豊かな人生を』を続けてくださるこ

＊届け出欠席 尾上・下田・友永・大久保・宮山・本田・堀川 

       立山・尾方・青木・大賀・山口・浅野・外山 

＊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  

 アクト例会；安達・鳥井・有馬・立山 

 ＩＭ；渡辺・井手・中川・ 

 地区研修協議会；鳥井・有馬・有村・葉山・中川・伊久美・和田 

         宮原・浦田・山賀 

本日の出席率 

会   員   数   64名   75.86% 

出 席 免 除  6名 6 / 6 出 席 率 72.88％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 17名 

出 席 者 数  44名 修 正 出 席 率 100％ 



とを願っています』と結んでいます。 

 次に、７～１１ページには、特集：ロータ

リー親睦活動月間.世界に開かれたロータリー

の親睦活動について『ロータリー親睦活動月

間』は、共通の趣味を持つロータリアン同士の

国境を越えた親睦の大切さを認識して、そのよ

うな親睦活動への参加、理解をうながすための

月間です。 

 こうした親睦活動を実践しているが、『ロー

タリー親睦活動グループ』になります。 ロー

タリアン、ロータリアンの配偶者、ローターア

クターなら誰でも参加できるグループです。そ

れと掲載されております活動は次のとおりで

す。 

 ・私の親睦活動の楽しみ方 

 ・一緒に潮風をたのしみましょう 

 ・ジャンボリーを通して交流  

 ・切手の親睦グループ です。 

 次に12～21ページにかけていまを切り撮る

2014フォトコンテスト入選作が掲載されていま

す。 

 22ページから25ページにかけて『ポリオ撲滅

まで あと少し』の題材でロータリーは長年、

ポリオの撲滅に従事しています。その活動を振

り返りました。その初期の頃、ポリオ撲滅に情

熱と命を奉げた日本のロータリアンがいたこと

を私達は忘れていけません。ポリオ撲滅まであ

と少し。でも、この少しが一番大変だと聞きま

した。最後まで気を抜くことはできませんロー

タリーが子供たちに約束したポリオのない世界

を実現するまでは、とあります。 

 26ページには任期最後の理事会を前に、とい

う題材で2012－14年度ＲＩ理事松宮剛様の理事

メッセージが掲載されております。 

 28～29ページにかけて、心は共に東日本大震

災 という題材で東日本大震災から３年がたち 

緊急支援から、長期的な展望に立った町の復興

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が

掲載されています。 

 30～31ページには、よねやまだよりとして 

ありがとう、ロータリアン 第二のふるさとへ

の恩返し、という事で奨学生とロータリアンと

の絆を紹介してあります。今月でシリーズは、

最終回ということです。 

 縦組みの４～８ページには、世界へ羽ばたく

子供を育てるの題材で 子供の理科離れをなく

す会代表 北原 達正氏が 科学立国は、日本

だけではなく多くの国が目指しています。科学

は、世界中で必要なグローバルなスキルです。 

日本は科学立国、ものつくり立国、グローバル

社会を目指していますが、産業界では、日本に

は、人材がいないという声がどんどん大きく

なっています。人材を育成する教育界と人材が

活躍できる産業界の遊離を是正しなければなり

ません。日本には素晴らしいジュニアがたくさ

んいます。そして、科学を通した人間教育・人

材育成は可能であることを是非知っていただき

たいとのことです。 

 ９～12ページには、わがまち…そしてロータ

リーには、群馬県富岡市にある 世界遺産に登

録された富岡製糸工場の紹介で ロータリアン

個人に焦点を当てた『この人、この仕事』に代

わり わがまちを通じてロータリーと地域のか

かわりを紹介してあります。 

 13～19ページには、友愛の広場・バナー自慢

として 会員の皆様の投稿ページです。ロータ

リーから少し離れて自由に、またロータリーラ

イフでの意見や思いが語ってあります。 

 20～21ページには、卓話の泉として 例会で

の卓話を要約して 尺八の起源・絶対音感と音

痴・ワインの楽しみ方について掲載してありま

す。 

 22～23ページにかけて ロータリー俳壇、歌

壇、柳壇が掲載されています。 

 24～35ページには、ロータリー・アット・

ワークとして 会員皆様の投稿ページとして各

ロータリアン・各クラブの個性あふれる意見や

活動が紹介してあります。 

 以上で ロータリーの友６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】 副委員長 斎藤日早子 

・赤山ガバナー.岡本地区幹事 赤山ガバナー 

 年度に対し、絶大なる支援協力感謝いたしま 

 す。                

・渡辺会長 ・「夢の家」訪問の記事が人吉新 

 聞」に掲載されました。石蔵会員ありがとう 

 ございました。・赤山ガバナー岡本地区幹事 

 お疲れ様でした。・本名会員ようこそいらっ 

 しゃいました。            

・鳥井会員 2680地区津名RC本名会員様、よう 

 こそお出でいただきました。又、人吉中央RC 

 赤山ガバナー・岡本地区幹事、ご挨拶ありが 

 とうございました。          

・馬場会員 7/9（水）19時より、森のホール 

 でトランペットとテノールのコンサートを開 

 催いたします。チケットはペアで5,000円、 

 シングル2,500円、学生1,500円です。夜空の 

 トランペットの音色に浸ってください。よろ 

 しくお願いいたします。       

 

 

        点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 
     



  いただければと思います。 

２.優良職員表彰については多くの推薦をいた 

 だき実施いたしました。最後に会員と職員の 

 方が携帯で楽しそうに写真を撮られているの 

 を見て大変喜ばしく、今後も続けていくべき 

 と確信いたしました。 

３.職場訪問例会については、ＪＣＨＯ人吉医 

 療センター様に協力をいただき、多くの参加 

 をいただき実施しました。移動例会時の国 

 旗、ロータリー旗を掲げる簡易的なものがあ 

 ればと思いました。 

４.職場訪問に関する卓話については中小企業 

 大学校校長の中村様に卓話いただきました。 

５.社会奉仕委員会に協力する、はあまりでき 

 なかったのではないかと反省しております。 

改善 

 2720地区の職業奉仕委員会にて、優良職員表

彰は商工会議所等でやっているのでロータリー

ではやらなくていいのではないかと出ていまし

たが、本年の表彰を見る限り、従業員の方が喜

ばれているのを見ると続けていくべきと思いま

した。また、「四つのテスト」の唱和について

は半数以上のクラブで例会ごと少なくとも月１

回行っているとのことでしたので次年度委員長

は検討いただければと思います。 

 最後に、一年間、委員の皆様、会員の皆様の

ご協力により委員会事業を進めることができま

した。大変ありがとうございました。 

 

国際奉仕委員会 （委員長 中川貴夫） 

 今年度も、当初に計画いたしました韓国慶山

ＲＣ第13次青少年交換ホームステイ（8/1～

8/4）は無事に終わりホッとしているところで

す。自然に恵まれた人吉球磨、来日する子供た

ちが喜ぶ事業を考えた時、きれいな水の球磨川

を取り入れ、都会から来る韓国の青少年たちに

とってラフティングが良いのでは無いかと考え

ました。昼食はキャンプ村でバーベキュを行い

ましたが大変喜び食欲も旺盛でした。翌日の鹿

児島への水族館・平川動物園etc 

 協力戴いた国際奉仕委員をはじめ、会員の皆

様、また韓国のメンバーを手弁当で二次会まで

接待戴いたすべての会員の方々に感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 しかし、ＲＣ会員の年齢が高くなるにつれて

現在の青少年交流の在り方、方法も検討してい

く事が必要では無いかと思います。 

  

 

 

 

 

 

    最終クラブ協議会 後半 

 

・クラブ運営委員会 

親睦委員会 （委員長 村山能史） 

 今年度の方針は会員間の親睦、友情、連帯を

深め、委員及び全会員の協力もと、親睦の和を

広げクラブの繁栄に努めるでした。 

 ６月６日の賀寿会を最後に５大親睦活動は無

事終了し、残るはゴルフ愛好会の取切戦のみと

なりました。特に８月の韓国慶山ＲＣとの青少

年交流事業と重なった納涼家族会では両国の

方々に楽しんでいただけるように色々と企画

し、委員及びローターアクトの皆さんにもお手

伝いいただきましたが、私の力不足で盛り上げ

に欠けたのではないかと反省しています。 

 その他の親睦活動に関しては会員並びに委員

の皆さんの協力により大きな失敗もなく終わる

ことができました。今年１年大変お世話になり

ました。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 

社会奉仕委員会 （副委員長 中島博之） 

 前半は会員皆様の社会奉仕活動についてのお

考えをアンケート調査させていただきました。

結果は皆様に渡したとおりです。鳥井会長エレ

クトから次年度の参考にさせていただきますと

言っていただきました。活かされることを切に

願います。 

 後半は新茶と出張が重なり何も活動できませ

んでした。会長幹事には心よりお詫び申し上げ

ます。それから新年度に渡辺会長がタイのアカ

族支援をやると宣言され実現されたことは立派

だと思います。ロータリークラブの長たるもの

の心意気を見せていただきました。 

 最後に韓国クラブとの青少年交流やアカ族支

援など世界平和に貢献する人吉ロータリークラ

ブの社会奉仕委員長をやらせていただき、役に

は立てませんでしたがとても勉強になりまし

た。感謝します。 

 

職業奉仕委員会 （委員長 岩井和彦） 

 今年度、五つの計画を立て委員会を運営して

きました。 

評価 

１.例会内で月１回「四つのテスト」の唱和の 

  実施を計画しましたが残念ながら実施に到 

   りませんでした。次年度委員長に再度考慮 



いましたが、当日は都合がつかず、人吉警察署

長の原様に卓話をいただきました。表彰式には

ムーミンクラブより各園の会長さん（中央幼稚

園；立山利紗会長、田中麻美子先生、青井幼稚

園；日隠ユキ会長、人吉幼稚園から西村一子会

長）に参加していただき、代表して中央幼稚園

立山会長に表彰状と金一封を受け取っていただ

きました。表彰の後、原署長の卓話をいただき

ました。日本の治安の良さは世界一ということ

が認識できた卓話であったと感じた次第です。

終わりには参加していただいた方にお土産をお

渡しし、事業は無事終了いたしました。 

予算 110,000万、決算は雑費 19,796円、賞品

（賞金）50,000円、計69,796円となりました。 

 

新世代委員会（委員長 馬場貞至） 

 本年度の大きな行事である10月12日～13日に

ローターアクト地区年次大会が人吉で行われま

した。そのためローターアクトに新世代から支

援をさせていただきました。また、新世代のた

めの月間にラスカーラ・オペラの岩本貴文氏に

卓話をお願いいたしました。オペラ歌手ソプラ

ノ宮本氏、ピアノ白石氏へお出でいただきまし

て例会で演奏会を開きました。音楽活動をとお

しての情操教育、という点で渕田元会員の事業

所であります山江保育園において演奏会を行い

ました。 

 

ローターアクト委員会 （委員長 安達玄一） 

 第４回目のクラブ協議会は、今年度までの評

価と改善についての報告をしたいと思います。   

 委員長になって１年目に全国研修会が熊本市

内で開催され、２年目は2720地区の年次大会が

人吉にて開催されました。大きな行事を経験し

てみてアクトの理解が深まり、そしてアクトメ

ンバーが沢山の交流や奉仕活動を通し成長して

いるのを感じることが出来ました。 

 アクトの活動については、フェースブックに

人吉ローターアクトクラブとして登録して公開

されています。私も自分のフェースブックやFB

ロータリー交流会には活動を投稿したりします

が結構全国の方々に見て戴いているみたいで

す。 

 現在12名で活動していますが６月28～29日に

別府で行われるアクト研修会で２名が卒業し、

新年度は10名からのスタートになります。 

 委員長の任期２年が終わる前に次の委員長さ

 ホームステイ受け入れして戴く家庭を見つけ

る事も問題となってきている様に思います。 

 今回、ご協力戴きました会員各位、家族の皆

様、人吉中央ＲＣの坂口会員・家族の皆様、堀

尾会員・家族の皆様にお礼を申し上げます。 

 また、今年度は、タイのアカ族に対する支援

が持ち上がり委員会対応と言う形ではなく協力

実行致しました。私は、実際現地に出向きまし

たのでロータリークラブの奉仕にとって素晴ら

しい事業であったと実感いたしましたが、年度

内にこだわらず会長エレクトと相談しながら会

員意識を高め実行すればもっと多くの会員がか

かわり体感できたのではないかと思っていま

す。 

 地区でも、財団、米山その他など申請するた

めに前の年度から行動していく事業がありま

す。その面からしても、会長、会長エレクト、

会長ノミニーは特に、７月からスタートすると

言う気持ちではなく、会長年度を考え前もって

準備を行い、会員に周知理解して戴き行動する

事が、それぞれのリーダーとしての役割であろ

うと思います。 

 以上、国際奉仕委員会の報告といたします。  

 一年間、ありがとうございました。 

 

環境保全委員会 （委員長 小林祐介） 

①．村山公園にあるロータリーの森記念碑の清 

 掃と彫文字のペイントを塗り替えました。字 

 の色はロータリーらしく金色にしました。 

②．人吉花火大会の翌日８月１６日と人吉お城 

 まつり翌日５月５日に、人吉クリーン運動で 

 相良護国神社周辺の清掃作業を行いました。 

③．３月２８日には元副委員長の九州電力㈱人 

 吉営業所長片岡氏に環境保全の卓話をしてい 

 ただきました。 

予算56,000円のうち、 

 ①補修・清掃費37,800円、③卓話お礼3,000 

円計40,800円を支出いたしました。 

一年間ご協力ありがとうございました。 

 

地域発展委員会 （委員長 北昌二郎） 

１.事業名 地域発展功労者並びに団体表彰事業 

２.団体名 「人吉幼児交通安全クラブ」 

             通称ムーミンクラブ 

３.内容 地域のために頑張っている方への支 

   援と協力を行い、功績のある団体、個人を 

   表彰 

事業実施報告 

  本年度の地域発展功労者表彰は、「人吉幼児

交通安全ムーミンクラブ」（以下ムーミンクラ

ブという）を平成２６年５月３０日に表彰いた

しました。また同日に地域発展地域発展卓話と

して人吉警察署の緒方交通課長さんを予定して



はないかと思います。撮影対象者が動いている

場合が多いのですが、相手が動くとどうにも画

像がブレて写りますしシャッターを押すと、す

ぐに撮影される場合もあれば、数秒後に撮影さ

れる場合もあり、どのように設定をいじっても

扱いがうまくいきませんでした。 

 改善策は、もっと簡単にブレずに写せるカメ

ラを購入するか。会員の中で詳しい人に撮影方

法を指導していただくか、または、撮影係には

デジタルカメラに詳しい会員をお願いするか、

今の会報委員会のカメラをどなたか詳しい方に

見て頂ければと思っております。 

 

雑誌委員会 （副委員長 浦田繁喜） 

 「ロータリーの友」で印象に残った記事を雑

誌委員会の委員と新しく入会された会員の方に

自分の考えや感想を交えて紹介していただきま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

会計 大野啓介 

 先程、井手幹事からお願いがございましたよ

うに、今年度の会費未納についてでございます

が、決算のため早急に納入をお願いします。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

        閉  会 

んに上手く引き継ぐ予定でしたが次年度も委員

長を仰せつかりましたので…、次年度に改めて

方針を計画します。 

 ところで改善策は？というと、やはりアクト

のメンバーとロータリーの会員の皆様が様々な

交流をもつことに尽きると思います。人吉球磨

郡の若者のリーダーを一人でも多く育てる手助

けを皆さんに協力いただけるように、そして新

たな奉仕活動や交流を通して更なるレベルアッ

プを目指していきたいと思っています。 

 

クラブ広報委員会 （委員長 馴田信治） 

 方針に掲げた人吉ＲＣの活動や地域社会にお

ける貢献、役割等の対外的理解を深める―、 

では、タイアカ族子供寮“夢の家”渡り廊下付

ける雨避け屋根の支援の活動内容を６月１６日

の人吉新聞にて紹介いただき、また、翌１７日

には渡辺会長自らの投稿文などにより、ロータ

リー活動を地域社会に広報できたと思います。

ありがとうございます。 

 また、計画に挙げましたホームページはクラ

ブの活動記録を随時掲載し、公式ホームページ

以外にも、ロータリー情報を瞬時に発信される

渡辺会長によるフェイスブック投稿も現在多く

の方々に見ていただいております。それからも

うひとつの「記録」として、的をもって一年間

の活動を写真で振り返る「写真ライブラリー」

を、今しばらくの間公開していくことにしてお

ります。 

 ＩＴ化推進も委員長の私が何もやらなくても

皆様のおかげで一定の広報の成果のはあったと

思います。最後になりましたが、委員長の役を

果たせず申し訳ありませんでした。次年度広報

和田委員長、ＩＴ推進担当の石蔵会員の活躍を

期待しております。一年間お世話になりまし

た。 

 

クラブ会報委員会 （委員長 水野虎彦） 

 事務局には、会報作成に大変お世話になりま

した。デジタルカメラでの例会場の撮影は、年

度当初勝手が思うようにいきませんでした。年

度途中から、例会の全体の雰囲気がわかる様な

画像を、と心掛けるようになりましたが、まだ

まだ修行が足りず、あと１年経験すれば、もっ

と良い撮影が出来るようになるのではないかと

思います。また、表彰や寄付など、対象者と会

長の２ショット画像なども撮るようになり、良

い会報が仕上ったではないかと思います。 

 私自身にデジタルカメラについての知識に乏

しく、未だに使いこなせておりません。手振れ

や対象者が動く場合等、満足のいく画像が撮れ

ません。私の腕が悪いのかカメラが悪いのか。

確信はございませんが、どうも前者後者両方で


