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 人吉ロータリークラブ 

    会長 鳥井正徳 
  
 第58代人吉ロータリークラブの会長を仰せつ

かりました鳥井でございます。職業分類は社会

教育、ロータリー歴が５年でございます。創立

以来やがて60年を迎える歴史と伝統を誇る人吉

ロータリークラブの会長としての責任を痛感し

ているところでございます。皆様の御協力でそ

の務めを全力で果たしたいと思いますのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

 人吉ＲＣはこれまで地域への社会奉仕活動

は元より、韓国慶山ＲＣや台北稻江ＲＣとの

姉妹締結交流や青少年交流等々国際交流も積

極的に推進して参りましたが、本年度はRI会

長のテーマ「ロータリーに輝きを」や小山康

直地区ガバナーのスローガン「ロータリーを

学び直し、新たな第一歩を踏み出そう」を受

けまして、本年度の人吉ＲＣ活動目標を、平

凡ですが、「ロータリアンとしての誇りと

チームワークで、ロータリーを楽しもう。」

と掲げ、具現化に努めているところでござい

ます。 

 ロータリアンとしての誇りは私達の奉仕の

活動が地域社会や国際社会に役に立っている

と実感する中にあると思いますし、それが自

らの成長に寄与していると感じる中に生まれ

ると思います。その為には、組織としての

チームワークが欠かせないと思うところでご

ざいます。この目標の下に、重点事項とし

て、 

○例会の活性化 

○社会奉仕、青少年育成活動の推進 

○ロータリーデーの開催 

○会員増強、地区補助金の申請 

等々を積極的に推進して、楽しいロータリー

をめざしたいと思っているところでございま

す。宜しくお願い申し上げます。 

 小山ガバナーのアドレスをしっかり聞いて

がんばります。 

 

 

 

                国際ロータリー第２７２０地区 

          小山康直ガバナー公式訪問 

           人吉ＲＣ・多良木ＲＣ・人吉中央ＲＣ合同例会                     



    人吉中央ＲＣ 

    幹事 村田優子  

【連絡事項】  

①国際ロータリー第2720地区小山康直ガバナーよ 

 り、2014-15年度 「ＲＩ超我の奉仕賞」の推薦 

 についてお願いの文書が届いております。クラ 

 ブ内で推薦したい会員がおられましたら8月22日 

 (金)までにガバナー事務所までご提出くださ 

 い。 

②国際ロータリー第2720地区小山康直ガバナー、 

 RI2016年規定審議会山﨑勝地区代表議員より 

 2016年規定審議会立法案提出についての文書が 

 届いております。３年に１度手続要覧を見直す 

 機会として、各クラブと地区は立法案を提出す 

 ることができます。このチャンスに会員が手続 

 要覧を開きロータリーの基本を学び直すことは 

 大切なことと思います。クラブからの案件提出 

 は任意です。案件を提出する期限は2014年9月30 

 (火)と致します。締切後に届いた場合は受け付 

 けられませんのでこの点をご留意くださいます 

 ようお願い致します。 

 １．地区が提出する立法案の件数は５件まで 

 １．規定審議会に関する資料は、 

   ＲＩウェブサイトwww.rotary.org/ja/col   

   から入手できます 

 １．クラブが提出する立法案は審議会に提出さ 

   れる前に地区の承認を得なければなりませ 

   ん。 

③人吉ロータリークラブ安達玄一ローターアクト 

 委員長、人吉ローターアクトクラブ松原良浩会 

 長より、人吉ローターアクトクラブ８月第１例 

 会のご案内が届いております。日時は８月７日 

 (木)19時30分より、ひまわり亭にて行われま 

 す。メークアップになります。 

 

 

 

  人吉中央ＲＣ出席委員会 

 

   

   

 

【ガバナー紹介】   

        ガバナー補佐 

          坂口英雄 

 

 

氏  名    小山康直(こやまやすなお） 

所属クラブ  大分臨海ロータリークラブ 

職業分類  高等学校（私学） 

生年月日  1950年3月31 日生 

最終学歴  東京大学大学院理学系研究科 

       博士課程修了 理学博士  

勤 務 先  学校法人大分高等学校 理事長  

      大分中学校・高等学校 校長 

【その他役職】 

一般財団法人大分県立私学協会 理事長 

大分県私立中学高等学校協会 会長 

日本私立中学高等学校連合会 常任理事 

大分チェコ友好協会 理事 

大分県地方独立行政法人評価委員会 委員 

大分県公安委員会 委員 

 

 

【小山ガバナーより新入会員バッジ贈呈】    

 

多良木ロータリークラブ     

   三浦祐史会員 

人吉中央ロータリークラブ   

   平野隆三会員 

 

 

 

 

【ガバナーアドレス】    

 

                国際ロータリー第２７２０地区 

              小山康直ガバナー 

 

 私たちのロータリーがさらに輝きを増すように 

 

 本年度ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン国際ロータリー

（ＲＩ）会長のテーマは「ロータリーに輝きを」

です。 

 「ニュースを見るたびに、助けを必要としている

人吉ＲＣ出席率 

会   員   数   64名   58.62% 

出 席 免 除  6名 7 / 1 8 出席率 77.59％ 

欠 席 者 数 24名 補  填  数 13名 

出 席 者 数  34名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 青木・有村・浅野・原田・岩本・北・小林清・小林祐 

       宮山・水野・村山・永尾・尾方・岡・尾上・大久保 

       齊藤・友永・外山・堤正・漆野・和田・山賀・山口 

＊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；鳥井・安達・塚本・赤池・堤正・有馬・堤脩 

        有村・浦田・漆野・和田・渡辺・山田 



人びとが世界にいかに大勢いるかを思い知らされ

ます。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の一員として当地区ではすでに各クラブで

素晴らしい活動をされています。それらの活動を

地域の皆さんに知っていただく為に、ＩＴ広報活

動に取り組み、ロータリーの活動を理解してもら

えるよう取り組んでいきたいと考えています。そ

の中の一つの形として、ホァン会長が提案されて

いるロータリーデーの開催があります。すでに現

在行っている各クラブの活動にロータリーデーと

銘打って、開催していただきたいと思います。そ

うすることで、それぞれがロータリーという光が

はなたれて、第2720地区でもロータリーの存在感

が増してくるのではないでしょうか。 

 

 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（ＲＬ

Ｉ）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。 

 

 いよいよ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。 

 

地区スローガン 

ロータリーを学び直し新たな第一歩を踏みだそう 

 

2013〜2014年度 ガバナー 地区基本方針 
 
ロータリーを学び直し 

ロータリーの精神とロータリーの奉仕活動の原点

を学び直し  

そして、ロータリーのすばらしさを実感し 

新たな第一歩を踏みだそう 

私たちがこれまで行動していたロータリーの範囲

を押し広げ 



 自らの意思で新しい一歩を踏みだそう 

世の中に良いことをするために  

 

１．しっかり学び直そう 

１.ロータリーの友、ガバナー月信を資料として例 

  会をセミナーの場としてロータリーの全体像を 

  知ろう 

２.国際ロータリーが世界で行っている奉仕活動を 

  知って協力しよう 

３.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 

４.地区セミナーには義務出席者のみならず自らが 

  関心を持てるセミナーにはできるだけ積極的に 

  参加して視野を広めよう 

 

２．地区内のＩＴ化を推し進めよう 

各クラブから選出されたＩＴ推進委員はＩＴを学

びクラブのＩＴリーダーになろう 

 1）月信をデジタル化して地区のホームページ上 

   に貼ります必要に応じてプリントアウトして 

   ください 

 2）地区からクラブ、会員個人への連絡はメール 

   を主体にしていきます 

 

３.ロータリーの公共イメージを上げよう 

ロータリーデーを開催し、積極的に地域にロータ

リーのすばらしさを伝え知名度をアップしよう 

 

４． 会員を増強しよう 

 1）ロータリーの良さを知ったら知人に伝えよう 

 2）知人をロータリーの友人としよう 

 3）新会員の紹介会員は月信で紹介して会員増強 

   を推奨しよう 

 

５． 青少年奉仕を重点的に行う 

ロータリーの事業である青少年交換事業を復活さ

せよう 

 

６．ＲＬＩロータリー・リーダーシップ研究会を実施しよう 

ディスカッションリーダーの育成からスタートす

る 

 

７．五大奉仕の真の意味を理解し実践しよう 

 

2014-2015年度国際ロータリーテーマとRI第2720地

区方針をご理解いただき、皆様からのご指導ご支

援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

【ガバナーへ バナー贈呈】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  点 鐘  人吉中央ＲＣ 西 孟三郎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ３クラブ合同の会長幹事懇談会の様子 

 

 


