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点 鐘       鳥井正徳会長     
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           国 歌 「君が代」 
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司会・進行  水野虎彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  
 
来訪者紹介 鳥井正徳会長 
 
  人吉ロータリークラブ 元会員  立山 茂 様 

 

 

     会長 鳥井正徳 
  

 先週の小山康直第2720地区ガバナーの訪問によ

ります合同例会には御出席をいただき有りがとう

ございました。ガバナーアドレスに関心があった

わけですが、２つのことが耳に残っています。 

１．「ロータリークラブとは何か？」 

 自分のことばで話せるようになりましょう。 

２．「ロータリーデー」を実践し、ロータリー 

 活動をもっと社会に認知させましょう。 

いずれも、ロータリーの原点を見つめ直すという

スローガンに基づくものと思います。 

 ところで８月は会員増強月間でございます。 

中川貴夫会員は、第2720地区会員増強･拡大部門

長として、多忙な日々を送っておられます。我人

吉ＲＣも会員増強に力を合わせて取り組みたいと

思います。 

 会員増強を進める前に大事なことは、ガバナー

アドレスにもございましたように「ロータリーク

ラブとは何か？」これを分かり易く簡潔に話せる

ことが第一であろうと思います。しかし、これが

なかなかむずかしいと思います。私も同じです。

ここに熊本城東クラブ監修のWelcome to Rotary 

によりますと、ロータリーとは「お互いの信頼関

係の絆を固く結びながら、時代のニーズに応じて

国際社会や地域社会の奉仕活動を行っていく仲

間」とあります。団体という言葉には抵抗があ

りましたが、これは分り易いし、奉仕活動を

行っていく仲間ですから絶えず新しい仲間作り

が必要であることも分かります。これをしっか

り踏まえた上でで、会員増強にがんばってほし

いと思います。 

会員増強で成功したという例を２～３上げてみ

たいと思います。 

１.「心豊かで和気あいあいの魅力的な例会運 

  営」こそ会員増強の第一歩である。 

                (宮崎RC） 

１.会員増強には熱意の他にない。会長の熱意 

 だ。             (大阪RC） 

１.入会候補をリストアップし、友人・知人・ 

 紹介者、場合によっては会長、幹事も同行 

 し説明する。         (愛知RC） 

１.勧誘資料の整理、活動概要の作成、わかり 

 易いロータリー資料の作成を準備する。 

               （北海道RC） 

 本日は、夕方からの例会に引き続いて懇親会

を計画いたしました。目的はただ一つ「お互い

をもっとよく知り、絆を結びあう」ということ

です。挨拶は交わしても、60名もいますと殆ど

会話したことのない会員さんもおられるのでは

ないかと思います。懇親会（飲み会）といえば

大抵は同じ職場の仲間とか同級生の仲間、趣味

の集まりが多いと思いますが、ロータリーは違

います。職も違いますし、肩書きも違う経営者

の集まりの上、同じ目標に向かって進む仲間で

ございます。なかなか有るものではないと思い

ます。どうか趣旨をご理解いただき親睦を深め

ていただきたいと思います。 

 

  

   幹事 有馬宏昭 
 

【連絡事項】 

①国際ロータリー日本語課より2013年「手続き 

 要覧」（日本語版）の訂正が届いています。 

 →29日例会で配布します。   



②国際ロータリー第2720地区ガバナー事務局より 

 平成26年8月のガバナー月信を地区ホームページ 

 に掲載しました。 

 2014年8月のロータリーレートは1ドル＝102円で 

 すと連絡がありました。   

③国際ロータリー第2720地区グローバル補助金プロ 

 ジェクトチーム作守順子チームリーダーよりグ 

 ローバル補助金プロジェクトチーム発足の案内と 

 アンケート実施について届いています。 

 →延岡戦略計画委員会委員長へ   

④ＲＩ2016年規定審議会山崎勝地区代議員より３年 

 に一度の手続き要覧を見直す機会としてクラブ立 

 法案提出の案内が届いています。案件提出の締切 

 期限は9月30日(火)ガバナー事務局迄です。 

 →鳥井会長へお渡しします。  

⑤国際ロータリー第2720地区ガバナー事務局より 

 2014～2015年度「ＲＩ超我の奉仕賞」の推薦が求 

 められています。8/22(金)が締切です。 

 →鳥井会長へお渡しします   

⑥第12回ひとよし春風マラソンの第1回実行委員会の 

 案内が届いています。→鳥井会長へ  

⑦人吉ＲＣ事務局は8月13日から15日までお盆の休み 

 です。事務局休暇中は幹事まで連絡下さい 

⑧確定申告用の寄付金領収書が届いています。 

 →8/29例会で配布します。   

⑨8月16日(土)午前６時から相良護国神社クリーン 

 人吉運動です。メークアップですので参加下さ 

 い。      

【掲示物】 

第2720地区ガバナー事務局より「第13回ロータリー

全国囲碁大会」開催のご案内が届いています台北稲

江ＲＣ・慶山ＲＣより2014～2015年度役員・理事の

お知らせが届いています。  

 →掲示します     

【回覧物】      

①人吉ＲＡＣの会報・人吉中央ＲＣ・多良木ＲＣ 

 の会報が届いています。→回覧します  

【例会変更・取止め】     

①熊本東南RC・八代南RC・熊本西RC例会変更 

 →掲示します    

②熊本城東RC･熊本ｸﾞﾘｰﾝRC･熊本東RC･熊本･東南 

 RC･熊本北RCからクラブ定款に基づく例会取止め 

 の案内が届いています。→掲示します。  

 

【退会挨拶】          

               立山 茂 様        

  退会するにあたって皆さんに挨拶をするようにと

片岡さんから言われていたのですが、年度初めの例

会はお客様が多いと聞いて、本日になってしまいま

した。このたび、仕事のこと親の介護のことがあり

退会することにいたしました。ロータリークラブに

９年間、何より皆さんとお知り合いになれたことが

一番の喜びです。ロータリーの中でしか出来ない貴

重な体験をたくさんさせて頂きました。それは私の

これからの人生の宝だと思っております。皆さんに

感謝いたします。 

 今後何かお役に立つことがございましたら、私の

できる範囲で協力したいと思っております。 

 本日はこのあとの懇親会にも参加をさせて頂き、

名残惜しんで帰りたいと思います。ありがとうござ

いました。 

    ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
立山 茂様より、Ｒ財団、

米山記念奨学会、ローター

アクトへご寄付をいただき

ました。 

   

 

 

   副委員長 原田知一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境保全委員会】    委員長 岩井和彦 

  ≪花火大会翌朝のクリーン人吉運動案内≫ 

 ８月１６日(土)朝６時より７時まで、清掃作業が

行なわれます。相良護国神社境内及び周辺が担当区

域になります。参加者はメークアップ扱いです。   

是非ご協力下さい。 

 

【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の８月第２例会は、              

８月２２日(金)の人吉ＲＣ納涼家族会.合同例会とな

ります。例年どおり親睦委員会催し物のお手伝いを

するそうですのでお声かけをお願いします。 

 それから、８月第１例会の報告です。８月７日

(木)、ひまわり亭さんにおきまして米良精一郎会員

による違法ドラッグに関する卓話がありました。人

吉ＲＣより４名、そして米良君の事業所社長で多良

木ＲＣの小林智会員も出席され、充実した内容の例

会となりました。今後もアクト例会の案内をしてい

きますのでぜひ参加してください。 

 

【地区より】   

 地区より会員増強についてご報告させていただき

ます。八代ＲＣより女性会員の増強ついて卓話要請

がありましたので、人吉ＲＣの赤池、伊久美、釜

田、浦田、堤正博のパスト会長からそれぞれ話をお

伺いして、「一人の人格者としてすばらしい人間で

あれば女性も男性も関係ない」ということを８月６

日、八代ＲＣで卓話をさせていただきました。 

本日の出席率 

会   員   数   64名   75.86% 

出 席 免 除  6名 7 / 2 5 出席率 84.48％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 9名 

出 席 者 数  44名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 馬場・本田・川越・村山・中村・大賀・大野 

       尾方・岡・齊藤・下田・外山・堤正・上田 

＊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；浅野・馬場・原田・葉山・堀川・本田・井手 

        伊久美・石蔵 



 八代ＲＣは昨年７名の増員をされ、現在66名で

す。今年度４名増強し会員70名の目標をたてていま

す。女性会員を増やして明るく楽しいロータリーに

していきたいと話をされていましたのでご報告をい

たします。 

 

【雑誌委員会】     紹介者 村田武澄会員      

      

    ロータリーの友７月号の紹介 

 

 みなさん こんにちは。本日、雑

誌の紹介をさせていただきますＮＴ

Ｔ西日本人吉営業所の村田でござい

ます。職業分類は電気通信業、会員

歴は２年４か月です。よろしくお願

いします。先週の例会前に、板井委

員長から、「ロータリーの友７月号」の紹介を依頼

された時、まだ入会後１か月も経ってないので、一

瞬お断りしようかなという考えが頭の片隅に浮かん

だのですが、「ロータリーの友2012年８月号」の記

事に「ロータリーにＮＯはない」と書かれていた言

葉を思い出し、本日雑誌の紹介をさせて頂くことに

なりました。 

  雑誌を紹介する前に、先輩会員の皆様には、釈迦

に念仏のような話しで恐縮ですが、私がRCに入会さ

せて頂き、最初に目にした「ロータリーの友2012年

４月号」に新会員向けの「はじめる一歩」という記

事に①例会出席、②会費の納入、③雑誌の購読とい

うロータリアンの３大義務というのが掲載されてい

たことと、「購読」ですから、単に金を支払って買

う」ということではなく、その雑誌を「読んで」日

本国内や世界の他所のクラブや会員の活動や考えを

参考にし、自分たちの活動に活かしていくことが大

事だと先輩会員に教えて頂いたことを思い出しま

す。 

  また、紹介させて頂きます 「ロータリーの友」と

いう雑誌には、少し因縁がありまして、５月末まで

所属しておりました宇城RCの公共イメージ委員会に

おいて、クラブのプレゼンス向上を図るため、

「ロータリーの友」に記事を掲載して貰うことを目

標に掲げ、最初に、ポリオ募金を目的とした松橋ふ

るさと祭りへの参加模様を投稿したのですが、残念

ながら没となり、悔しいので、心に残るロータリー

体験というテーマで原稿募集があっていましたの

で、先輩会員に原稿をお願いし「ロータリーの友

2013年9月号」の「リスボン国際大会を振り返って」

に掲載して頂き、リベンジした思い出があります。 

 前置きが長くなりましたが、「ロータリーの友7月

号」で私が読んで興味を持った部分のみを紹介をさ

せて頂きます。 

 Ｐ７のＲＩ会長メッセージとＰ17の新年度ＲＩの

テーマに関する黄其光会長の公式文書を合わせてお

読み頂くと、2014－15年度国際ロータリー（ＲＩ）

のテーマ「ロータリーに輝きを」が良くご理解いた

だけるのではと思います。 

 「2014－15年度、私は皆さん一人ひとりに、皆さん

自身のロータリーのろうそくに明かりをともすよう

お願いします。一緒に『ロータリーに輝きを』与え

ましょう」。という黄ＲＩ会長の呼びかけが掲載さ

れています。 

 ＲＩ会長メッセージには、ロータリーの中に、奉

仕や責任の重要性、家族や他者の尊重といった中華

的価値観を見いだす。私は孔子を世界で最初のロー

タリアンと呼んでいる。それは、孔子はロータリー

が創立される2500年前の人物であるにもかかわら

ず、ロータリーの考え方と彼の考え方が非常によく

似ているから。彼の言葉に「與其抱怨、不如改變」

（よそれほうえん ふじょかいへん？）という言葉が

ある。言い換えると、「ただ座って暗闇を呪うより

も、ろうそくをともした方がいい。」という意味と

いったことが掲載されています。  

 2014－15年度国際ロータリー（ＲＩ）のテーマに

は、 「『ロータリーに輝きを』は、今年度の私たち

のテーマですが、単なるテーマではありません。そ

れは、ロータリーにいる私たちがどのように世界を

見、自分たちの役割を見いだすか、ということで

す。暗闇の中でただ座っているだけでよい人などい

ないと私たちは信じています。そうではなく、

『ロータリーに輝きを』に向かって120万人が一体と

なるのです。これが私たちの目標であり、皆さん方

への私の挑戦です。」と結んでいます。 

 孔子の言葉に関連して、「己の欲せざる所は、人

に施す勿れ」という「仁」に基づく教えを思い出し

ましたが、どうも最近の中国の対外的な動きを見て

いますと、祖国の偉大な孔子の教えが忘れ去られて

いるようで、少し残念な気がいたします。 

 Ｐ20-37にかけて「ガバナーの横顔」 

 今年度、日本国内34地区のガバナーが紹介されて

います。奥様やご家族と仲良くニコニコと笑顔の写

真が掲載されていますが、この中の何人かは母ちゃ

んの尻に敷かれている人もいらっしゃるんだろうな

あって想像しながら見るのは、私だけでしょうか。 

 Ｐ40-41は、ＲＩ理事２名のメッセージ  

 2020年は日本のロータリー新世紀の幕開け 

2013－15年度国際ﾛｰﾀﾘｰ理事 浦和東ＲＣ 北清治 

ロータリーの行動規範の変更、会員基盤の強化に関

する方針、東京オリンピック・パラリンピックの開

催と日本のロータリー100周年を迎える2020年をどの

ように迎えるのか、黄ＲＩ会長の方針にどのように

取り組むのか。ＲＩや日本のロータリーの課題につ

いて、紹介しています。 

 2007-2009年 RI第2720地区のパストガバナーであ

り、2014－16年度国際ロータリー理事 玉名ＲＣ杉

谷 卓紀氏の 新ＲＩ理事として就任のあいさつで

す。「いよいよ、2014－15年度が始まりました。

『ロータリーに輝きを』のＲＩテーマのもと、私は

皆さんと一緒に、ロータリーに汗をかきながら輝く

一年にしたいと思っております」と抱負を語ってい

ます。 

 以上が横書きの部分で、ここから縦書き部分に入

りますが、皆さんは、「ロータリーの友」って、左

から読んでいると、突然縦書きの誌面となり、しか

も右の裏面から読まないといけなくなる、変な雑誌

だなと思ったことはありませんか。ここで、ちょっ



 とだけ私が調べたことを話させていただきます。  

「ロータリーの友」は、1953年（昭和28年）1月から

発行が始まり、この頃の誌面は、横書きか縦書き化

でかなり揉めた末、全て横書きになったそうです。

その後、俳壇・歌壇など掲載されるようになって、

縦書き誌面が誕生しましたが、ページを左から読み

進める横書き誌面の次のページにページを右から読

み進める縦書き誌面を続けると読みにくいという読

者の意見を受け、1972年（昭和47年）1月号から、左

から開くと横書き、右から開くと縦書きという現在

の形になったそうです。そして、1980年（昭和55

年）7月号から、「雑誌の購読義務」の対象となるRI

公式地域雑誌となり、創刊50周年の2003年（平成15

年）7月号からB5サイズをA4サイズに変更して、完全

に現在の形となったそうです。 

 Ｐ58-69にかけての「ロータリー アットワーク」

では、日本国内の各クラブの活動などが紹介されて

います。写真編１７クラブ、文章編１５クラブ 合計

３２クラブが掲載されていますが、何と九州地区か

ら６クラブも掲載されています。全国2291クラブ中

の32クラブ、しかもその中で九州地区6クラブという

のは凄いことだなあと感心しながら読みました。 

 Ｐ74-80にかけての「友愛の広場」では、岐阜県 

不破RC 竹中正美会員の「例会の上で成り立つ職業奉

仕」というタイトルで、仕事に精を出すことが職業

奉仕の原点であるが、仕事が忙しくて例会に出席で

きなかったという言い訳めいたことばについては、

理念の混同あり、ロータリーの職業奉仕は例会の出

席の上に成り立つという趣旨のことを述べられてお

り、大変参考になりました。 

 以上で雑誌の紹介を終わりますが、「ロータリー

の友７月号」は新年度第１号ですので、ぜひ皆さん

お読みください。有難うございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・石蔵会員 立山茂様 私の入会時、何かと教えて 

 頂いたこと思い出しています。お仕事は大変で 

 しょうが、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 ありがとうございました。        

・釜田会員 立山さん御苦労様さんでした。 

・有馬幹事 立山茂様、ご多用の中、来訪いただき 

 ましてありがとうございます。再入会をお待ちし 

 ております。              

・鳥井会長 夕方例会及び懇親会にこのように多数 

 ご出席いただき有り難うございます。立山さん退 

 会は残念ですが、落ち着かれたらまた戻ってきて 

 ください。               

・中島会員 立山茂君の一日も早いお帰りを心待ち 

 にしております。            

・塚本会員 今日8月８日は球磨焼酎の日で、7時か 

 ら祝賀会がありますので早退します。   

・友永会員 早退します。         

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

  

 

 

 懇親会（ビアホール） 

 

 

 

    
 
 

    Multiple 3 Paul Harris Fellow          
     認証ピンの授与 

     愛甲 康 会員 


