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    会長 鳥井正徳 
  

 先週は、例会の活性化について二つのお願いを

申し上げましたが、本日は、今年から取り組んで

いきたい二つの重点事項について、ご説明しご協

力を仰ぎたいと思います。 

 小山地区ガバナーのスローガンであります「新

たな第一歩を踏み出そう」の中に、「私達がこれ

まで行動してきたロータリーの範囲を申し上げ、

自らの意志で新しい一歩を踏み出そう」とありま

す。又「他の地区が実施している奉仕活動を知っ

て、地元のニーズを見つけ出そう」と言っておら

れます。 

 このガバナーの推奨を念頭におきながら、一歩

を踏み出す必要があります。 

(1) 先週のクラブ協議会で、片岡社会奉仕委員

長から、「人吉ロータリークラブ奨学金制度」

についての研究、計画、設立、実施について、

ご提案がありました。私も会長エレクトの時か

ら、この奨学金制度の創設については、お話申

し上げてきたところですが、社会奉仕委員会を

はじめ、会員の皆様のご協力で、是非実現でき

たらと思います。 

この実現のための課題は奨学資金をどうするか

でございますが、先輩方が、国際交流や地域社

会の文化・経済・福祉の向上発展に寄与するた

め積み立てられてこられた友愛基金からの運用

をお願いすることになると思います。もとより

友愛基金を使わせていただく以上、基金への寄

付も考えねばならないと思います。具体的な計

画につきましては、関係委員会とも協議の上、

理事会に提案していただくことになります。

2015年から実施できるようご協力を宜しくお願

いします。 

 なお、他地区の例といたしましては、都城地

区ＲＣの教育振興基金からの「高校生への奨学

金制度」があります。一つの参考になると思い

ます。 

(2)もう一つは、ＲＩ会長や地区ガバナーから強

く求められている「ロータリーデー」の開催で

ございます。これは、ロータリーの目的を達成

するためには、ロータリーの存在を価値あるも

のとし、地域社会に認められるよう努力が必要

であることから設けられたものです。 

 このことにつきましても、先日のクラブ協議

会で和田広報委員長から一つの提案が示された

ところで、たいへん有りがたく思っています。

この開催につきましては、参加者が楽しみ、関

心を持てるイベントが求められています。内容

といたしましては、屋外のピクニック、スポー

ツ行事、講演会、コンサート等が考えられま

す。「こんなイベントはどうだろうか」という

声をお寄せいただいたらと思います。会員の皆

様のご協力をよろしくお願いします。 



    幹事 有馬宏昭 

 

 芦北RC生魚会長.田中幹事、人吉中央RC西会長.田

中副会長.村田幹事.福司山副幹事、ご来訪ありがと

うございます。 

【連絡事項】   

①人吉オープンゴルフ大会実行委員会より実行委員   

 会への出席依頼が届いています。 

   日 時：平成２６年８月１２日14:00～ 

   場 所：人吉商工会議所２F 

 下田親睦委員長へお渡しします。  

②人吉ＲＣ人吉中央ＲＣ多良木ＲＣ３クラブ合同の 

 ガバナー公式訪問が開催されます。 

 場所：鍋屋本館  時間：12:30～13:30  

 例会後写真撮影があります。食事は別室で11:30  

 ～12:20まで。ネクタイ・バッチ着用です。 

③８月の定例理事会は８月８日(金)18:00から開催 

 いたします。    

【回覧物】     

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、  

 「ハイライトよねやま172号」が届いています。 

・国際ロータリー第2720地区ガバナー事務所より、  

 2014～2015年度ブライダル委員会活動計画書が届 

 いています。 

・指宿ＲＣより2014～2015年度理事・役員の報告が 

 届いています。    

【例会変更・取止め】    

・多良木ＲＣ7/31→7/30(水)ガバナー公式訪問によ 

 る人吉球磨３クラブ合同例会のため休会 

 〃 8/14→クラブ定款に基づく例会取り止め   

 〃 8/28→プログラムに基づき会場を変更 

        「パルティール福寿庵」にて 

・人吉ＲＣの例会変更 

 ８/１(金)はガバナー公式訪問による３ＲＣ合同例 

 会のため休会。 

 ８/８(金)は夜の例会。定例理事会が18:00～   

 例会は18:30～、例会終了後屋上にて親睦会。 

 

    ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 有村隆徳会員より、有村

政代夫人の「国土交通大臣

表彰受賞」記念、そしてホ

テル前の土地を収得するこ

とができた記念として、Ｒ

財団、米山記念奨学会へご

寄付がありました。 

 

   

【来訪者あいさつ】 

   芦北ＲＣ  生魚恭一会長 田中 實 幹事 

 

 

 

 

 

 

人吉中央ＲＣ  

   西 孟三郎会長  田中 幸博副会長  

   村田 優子幹事  福司山芳弘副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【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 

     ８月 第１例会 のご案内 

 ８月７日（木）19時30分～ ひまわり亭にて 

     米良精一郎会員による卓話 

     「ストップ！違法ドラッグ」 

メークアップになります。ぜひご参加ください。 

 

【職業分類委員会】    委員長 浅野 強 

        お知らせとお願い 

 人吉ロータリークラブ細則第２節職業分類は出来

るだけ早く遅くとも８月３０日以前に地域社会の職

業分類調査を行い、未充填充填の職業分類表を作成

しなければならないとなっています。 

 職業分類委員会の14年～15年度方針として、同一

業種１０％を原則としたルールに従い適切・妥当な

本日の出席率 

会   員   数   64名   84.48% 

出 席 免 除  6名 7 / 1 1 出席率 82.75％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 10名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 大賀・延岡・山田・尾方・小林清・岩本・赤池 

       伊久美・上田・大野・外山・齊藤・葉山 

＊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  

 次年度委員会；馬場・岩本・原田・釜田・葉山・平田・堀川 

        本田・井手・伊久美・石蔵・板井・岩井 

７月１８日出席率 

会   員   数   64名   77.59% 

出 席 免 除  6名 7 / 4 出 席 率   78.0％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 13名 

出 席 者 数  45名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 岡・宮原・中川・尾方・中村・大久保・堀川 

       小林清・尾上 

＊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  

 次年度委員会；片岡・宮原・北・水野・村山・中川・中村 

        中島・延岡・大賀 



職業分類を行い、クラブの発展と充実を図る。計画

に、既存会員の職業分類を再検討し、必要により見

直し修正を理事会と協議する、としています。 

 つきましては、会員の職業分類が現状のままで良

いか、修正を希望されるか確認をさせていただき要

望に応えられるよう、理事会と協議を行います。Ｆ

ＡＸにてお送りしますので回答の程よろしくお願い

します。 

 

【親睦委員会 ゴルフ愛好会】委員長 下田文仁 

 
  渡辺年度 取切戦渡辺年度 取切戦 優勝 鳥井正徳会員 

 
  〈優勝コメント〉 

 貰っていいのか貰わないほ

うがいいのか、分かりません

が、いただきました。来年も

がんばろうと思います。あり

がとうございました。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・人吉中央ＲＣ西会長 本年度会長就任致しまし 

 た。どうぞ宜しくお願いします。      

・人吉中央ＲＣ田中副会長 本年度の副会長を仰せ 

 つかりました田中と申します。今後共宜しくお願 

 い申し上げます。お世話になります。～感謝～ 

                      

・人吉中央ＲＣ村田幹事 本年度幹事を仰せつかり 

 ました村田優子です。一年間どうぞ宜しくお願い 

 致します。                

・人吉中央ＲＣ福司山副幹事 本日はおじゃましま 

 す。                   

・芦北ＲＣ生魚会長 会長の生魚恭一です。今年度 

 １年間よろしくお願いします。鳥井会長、有馬幹 

 事１年間お疲れ様です。          

・芦北ＲＣ田中幹事 今回幹事を致します。どうか 

 宜しくお願い致します。          

・伊久美会員 芦北RC、人吉中央RCの会長、幹事外 

 幹部の方々のご来訪を歓迎いたします。   

・有村会員 家内の国土交通大臣受賞の祝賀会に多 

 くのロータリアンのご参加有り難うございまし 

 た。                   

・井手会員 芦北RC生魚会長、田中幹事、人吉中央 

 RC西会長、村田幹事、田中副会長、福司山副幹 

 事、今年度も宜しくお願い致します。    

・有馬幹事 芦北RC生魚会長、田中幹事、人吉中央 

 RC西会長、田中副会長、村田幹事、福司山副幹 

 事、ご来訪いただきありがとうございます。 

・鳥井会長 取り切り戦、有りがとうございまし 

 た。夢のようです。            

・石蔵会員 ゴルフ優勝させていただきました。 

 少々疑問の残るスコアーですが、ありがたく今後 

 の励みとします。             

・岩本会員 背広、ネクタイ着用の席へ出るのが苦 

 痛になり、欠席ばかりですみません。    

・宮山会員 早退します。悪しからず。    

・齋藤会員 出張のため早退します。     

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

～  広報  ～ 

「ガバナー月信」は地区の 

 ホームページでご覧になれます。 

 

 2014年7月 vol.01 より 

 小山康直ガバナーメッセージ 

『私たちのロータリーがさらに輝きを

増すように』 

 ロータリーの新しい年度がスタートしました。今

年度第2720 地区ガバナーとして、国際ロータリーの

ため、この地区のため、私の所属している大分臨海

ロータリー・クラブのために、精一杯の活動をして

いく覚悟です。どうか皆さんの温かいご指導ご協力

をよろしくお願いします。 

 2014 年1 月13 日から17 日までサン・ディエゴで

開催された国際協議会に出席し、ＧＥＴＳを受けて

きました。ゲイリーC．K．ホァン会長エレクト（当

時）が、本会議で今年度の国際ロータリー（RI）

テーマ「ロータリーに輝きを」を華々しく発表しま

した。 

 「ニュースを見るたびに、助けを必要としている

人びとが世界にいかに大勢いるかを思い知らされま

ゴルフ愛好会７月例杯成績ゴルフ愛好会７月例杯成績 7/13 球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 石蔵尚之 48 46 94 29 65 

準優勝 鳥井正徳 45 41 86 18 68 

３位 塚本哲也 38 40 78 10 68 

４位 北昌二郎 42 41 83 13 70 

５位 岩本泰典 46 43 89 18 71 

７位 岩井和彦 44 50 94 21 73 

１０位 片岡啓一 53 54 107 25 82 

 ＢＢ賞  尾方芳樹 

 敢闘賞  板井英朗 

  

ドラコン 

 

 70歳以上  69歳以下 

肥後④ 尾方芳樹 なし 

薩摩⑦ 鳥井正徳 塚本哲也 

ニアピン   
 肥後⑤ 鳥井正徳  薩摩② 片岡啓一 

 肥後⑧ 塚本哲也  薩摩⑤ 漆野智康  

べスグロ  
６９歳以下   塚本哲也  

７０歳以上   鳥井正徳 

 ８月ゴルフ案内 

日時: ８月２１日 (木) 

  ９時３０分ｽﾀｰﾄ            

場 所:ﾁｪﾘｰｺﾞﾙﾌ人吉ｺｰｽ  



 す。ここで活動を開始し悪いニュースを良いニュー

スに変える。そうした見方で今年度の私たちの仕事

をとらえるのも良いのではないか。」とおっしゃら

れました。 

 そして、「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソ

クを灯した方が良い」 

It is better to light up a single candle, than 

to sit and curse the darkness. 

という格言を引用されました。 

 私が一本、あなたが一本。そうして120 万人の

ロータリアン全員がロウソクを灯します。私たちが

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。 

まずは行動しようという力強い宣言を受け、私たち

も地区をあげてロータリー活動を推進していくため

に「ロータリーを学び直し、新たな第一歩を踏みだ

そう」という地区スローガンを掲げました。 

 私たちはそれぞれロータリー・クラブに所属して

います。それぞれのクラブは独自の充実した活動を

行ってきています。それは楽しくすばらしいかけが

えのないものでしょう。だから私たちはロータリア

ンでいるのです。しかし、ロータリーの活動はそれ

だけにとどまってはいないのです。RI は一体となっ

て世界中で奉仕活動を展開しているのです。私たち

はRI の一員です。自らの意思の有無にかかわらず、

これらの奉仕活動に私たちは貢献しているのです。

それを知らないままでいるのはあまりにももったい

ないことではないでしょうか。ロータリーをもう一

度初心にかえって学び直してはいかがでしょうか。

ロータリーの全体像が把握できれば、自分がロータ

リアンであることが今まで以上に誇りに思えるに違

いありません。 

 RI は今年度110 周年を迎えました。 

 まずは自分のロータリー世界を深めましょう。そ

のためにこそ、例会を大切にしましょう。 

ロータリー情報がしっかり伝わる運営をしましょ

う。毎月手にする「ロータリーの友」はロータリー

情報の宝庫です。みんなで読みましょう。いながら

にして仲間の活動が手に取るように分かります。一

つのことを知るたびにロータリーの地平線がぐんと

広がります。 

 地区としましても、皆さんがスムーズに勉強でき

るようにロータリーリーダーシップ研究会（RLI）に

加入します。RLI では参加者は自分の言葉でロータ

リーを考えそして語るという研修手法がとられてお

り、ロータリーを理解するために国際ＲＩより推奨

されている極めて有効な手法です。現在、地区研修

委員会が主体となってディスカッションリーダー

（DL）の資格を取得するために猛特訓を受けている

ところです。参加している人たちがDL 資格を認定さ

れましたら、彼らが中心となって各クラブの研修

リーダーにRLI をお伝えします。そして、そのクラ

ブ研修リーダーがクラブ内でこの研修を実施してい

ただけばロータリー精神は地区内の一人一人に浸透

していくはずです。 

 思い巡らし躊躇しているだけでは何も変わりませ

ん。私たちはロータリアンであることに誇りを持っ

ているはずです。それならばさらなるすばらしさを

知るために次の第一歩を踏みだしましょう。あなた

は一人ぼっちではありません。地区内皆さん全員が

一緒になってロータリーを学ぶのです。学ぶ過程を

通して地区の皆さんが真の友となれるのです。 

 さあ、今年はロータリアンであることを大いに楽

しみながら充実したものにしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 ～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 

  

       ロータリーの徽章  

ロータリー誕生の年に徽章も生まれた。世界中の

ロータリーの組織を象徴するため考案された徽章

は、1905年（明治38年）ロータリー誕生の年に生ま

れている。 これは、ロータリー最初のクラブの彫刻

家であったモンターギュー Ｍ. ベアが、シカゴの元

気あふれる若い職業および専門職業人の新しいグ

ループの徽章として、簡単にして、かつ素朴な形の

車輪を描いて、これをクラブに持参し提供したこと

に始まる。創設者ポール・ハリスは、モンティーに

対し幾つかの試案の提示を求めた結果、ポールはじ

め一同が一致して賛成したのが、この車輪である。

つまり、車輪は皆に親しまれた象徴であり、車輪は

第一Rotateするからであった。これが今日、襟章と

して、その他いわゆるロータリーを象徴する記号と

して使われている歯車の始まりです。其の後何回か

デザインの変更を重ね1912年に車輪から歯車に変わ

り1920年から現在のデザインが起用され1923年に楔

穴が加えられ1929年に公式仕様が採択された。徽章

と言えば松本幸之助氏は社章と一緒にいつもロータ

リーの徽章を付けていたそうです。ケンタッキーフ

ライドチキンの創始者カーネル・サンダース氏もい

つもロータリーの徽章を付けていたようで、店頭に

あるカーネルおじさんの人形の襟には、小さなロー

タリーの徽章がついています。人吉インター近くの

カーネルおじさんの襟にもロータリーのバッジが付

いています。（ロータリー・ジャパンより） 


