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           国 歌 「君が代」 

           Ｒ Ｓ 「それでこそロータリー」 
 
司会・進行  水野虎彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  
 
 

 

 

 

 

   会長 鳥井正徳 

 

 先週の納涼家族会は、大変お

世話になりました。時間が過ぎ

るのがとても早く感じた楽しい

雰囲気の中の家族会だったと思

います。下田親睦委員長さんは

じめとする親睦委員会の皆さん

には、大変お世話になりありがとうございまし

た。名実共に家族に支えられたロータリー活動

が更に推進できますよう期待いたします。 

 ロータリーの会長をおおせつかって２ヶ月で

すが、お会いする人毎に、困った質問を受けて

います。それは「大変でしょうが、ロータ

リーってどんなことをするのですか？」という

質問です。ロータリーが地域の皆さんに如何に

周知されていないかを痛感しています。会員増

強のためには、やはり地域貢献活動を通して

ロータリーを知ってもらう努力が根底にあるの

ではないかと思いますし、重点目標に上げてい

るところでございます。本日は会員増強のため

のＤＶＤ視聴の時間を設けています。会員増強

に役立っていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

 先日2014年度の全国学力テストの結果が公

表されました。その結果と問題点についてか

いつまんでお話申し上げたいと思います。 

１．対象は小学６年生と中学３年生です。 

        （全国で約２１５万人） 

２．テストの教科は、国語と算数（数学）で 

  す。 

３．テストの内容は、基礎の定着度をみるも 

  のと。応用力を測るものの２つです。 

４．その結果 ○都道府県別でみると上位 

  は… 秋田・福井（例年通り上位） 

  続いて青森、石川、福井と続きます。 

○熊本県…中位（中間）当たり 

○人吉球磨…熊本県の平均に達するかどうか  

       （全国的には中位） 

 この結果の学校別成績の一覧を公表するか

どうか。県内４５市町村全てが公表しないと

なっています。私も学校別の公表は全く意味

がないと思います。（テストの趣旨は、子ど

もの指導に活かすということにあります）公

表するというのは、橋本市長の大阪府のみの

ようです。 

 感じたことを２～３述べてみたいと思いま

す。 

１．４年生で習得すべき「祝う」という字の

正答率が６０％弱でした。これは平均ですか

ら半分は書けないということになります。基

礎的なことは、読み込みで鍛える時期があっ

ても良いと思いますし、そのタイミングを逃

してはならないと思います。 

２．テストと同時に実施された学習状況調査

によりますと、携帯電話やスマートフォン使

用の時間とテスト結果を比較した場合、使用

時間が長ければ長いほど、成績が低いことが

分かりました。大人が仕事に活用するのは別

にして、幼少の頃から機器の便利さに頼りす

ぎると将来どのようなことになるのか、心配



です。柳田国男さんは『便利なものは悪であるか

もしれない』という文明論に立ち戻って考えてみ

る必要があるのではないかと言っておられます。

新聞を見る小中学生も減っています。月に１回以

上読むのがわずか４０％です。 

３．「平均」という数字の意味をしっかり押さえ

ておく必要があります。人数が少ない場合と多い

場合は相当異なった数字が出ます。 

 

 

 

   幹事 有馬宏昭 
 

【連絡事項】     

①ＲＩ第2720地区米山記念奨学委員会秋山実委員 

 長より米山セミナー（熊本）開催のご案内が届 

 いています。 

  日時：9月21日(日)14：00から17：00 

  場所：水前寺共済会館グレーシア  

 出席対象者：会長、幹事、米山委員長、入会3年  

 未満の会員、地区の役員、理事、各委員長 

②米山奨学生卓話日程のお知らせが届いていま 

 す。 

  日時：10月17日卓話者 李 秋実さん(中国) 

     世話クラブ：人吉中央ＲＣ  

     世話人：宮原正名会員 

  →葉山米山記念奨学委員長へお渡しします。 

③国際ロータリー第2720地区ガバナー地区研修 

 リーダー本田光擴PGより、RLI第１回クラブ研 

 修リーダー育成セミナー開催のお知らせが届い 

 ています。 

 日時：10月4日(土)13時～10月5日(日)12時まで 

 場所：ホルトホール大分 

 出席対象者： 

  各クラブ研修リーダーもしくはそれに準じる 

  方、各クラブ1名→延岡戦略計画委員長へ 

④ＲＩ第2720地区広報･ＩＴ片山 勇委員長より 

 ロータリーデイのぼり旗貸出のご案内が届いて 

 います。熊本事務所5本小山ガバナー事務所5本 

  →クラブ広報委員会・IT担当の石蔵委員長に 

  お渡しします。    

⑤人吉市青少年育成市民会議より５団体交流会の  

 開催案内が届いています。 

  期日：9月19日(金)18：00～  

  場所：丸恵本館    

 →本田節青少年育成委員長にお渡しします。 

⑥靑井阿蘇神社より宮地嶽神社例大祭並びに』総 

 代会・奉賛会合同会議のご案内が届いていま 

 す。日時：9月5日(金)例大祭は午後1時半から。 

 合同会議は2時半から 

 →鳥井会長にお渡しします。 

【回覧物】     

 スペシャルオリンピックス日本・熊本・人吉ブ 

 ランチ延岡研一代表から、チャリティー映画 

 「天心の譜」上映チケット販売協力依頼が届い 

 ています。     

【例会変更・取止め】     

八代南RC9/9(火)12:30～→｢観月会並びに新入会 

 員歓迎会｣の為18:30～会場を寿司日本料理｢葵」 

 に変更    

〃 9/23(火)→｢ガバナー公式訪問｣の為、9/25  

  12:30～会場：八代ホワイトパレス  

熊本中央RC9/26(金)12:30～→｢職場訪問例会｣の為  

 9/26(金)18:00～場所：パティスリービジュー

      

 

 

【 2013～2014年度 会計、監査報告】 
     
       会計 大野啓介 
       
  決算報告書の 

    収支を説明 
       
                                         

            監査 赤池利光 

 人吉ロータリークラブ2013

-2014年度一般会計決算報告

書、特別会計決算報告書、一

般会計・特別会計・周年行事

積立金 財産目録、友愛基金

決算報告書及び収支会計につ

いて厳密に監査いたしまし

た。監査の結果、定款.細則.基金運用規則に基づ

き、誠実に行われており、また財務諸表は、いず

れも適正に表示してあることを報告いたします。 

 

  

 

 

 

  

       

【前年度出席委員会】   前委員長 戸高克彦 

    2013-2014年度  

   出席率100％達成者２６名表彰 
  
   ホームクラブ出席100％達成者２名   

      馴田信治会員  堤 脩会員  
 
   

 安達玄一 赤池利光 有馬宏昭 原田知一郎 

 葉山稔洋 平田フク 井手富浩 伊久美寛志 

 石蔵尚之 板井英朗 釜田元嘉 片岡啓一 

 宮原和広 水野虎彦 永尾禎規 中川貴夫 

 中島博之 馴田信治 武末憲一 鳥井正徳 

 塚本哲也 堤  脩 浦田繁喜 漆野智康 

 渡辺洋文 山賀勝彦   



        委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       委員 北昌二郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員組織増強委員会】  副委員長 塚本哲也 

   会員増強月間のためのＤＶＤ視聴 

 

 ＲＩ第１第２第３ゾーン地域別会員増強セミナー   

  “地区会員の増強維持セミナーのために” 
          
   国際ロータリーの会員増強の現状と日本の 

   ロータリアンへのメッセージ 

   国際ロータリー理事 北 青治（浦和東ＲＣ） 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・武末会員 先日の家族会に於て、帰省していた 

 孫達が大変お世話になりました。沢山おみやげ 

 をもらってよろこんで福岡に帰って行きまし 

 た。又、来年も来たいと言っていました。 

・井手会員 2013-2014年度決算報告、監査報告あ 

 りがとうございました。また、皆様にご承認頂 

 きありがとうございました。       

・戸高会員 前年度は出席委員長でありながら休 

 会することになり、大変ご迷惑をお掛け致しま 

 した。これからまた、よろしくお願い致しま 

 す。                  

      

  

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  ********* ９月例会予定 ********* 

 

   ９/５(金) 通常例会 

          外部卓話 

          人吉警察署長 原 秀二 様 
         
   ９/１２(金)  通常例会 

           Ｒの友紹介 
 
   ９/１９(金)  通常例会 

       

   ９/２６(金)  通常例会 

           米山セミナー報告 

 

   ********* ９月の行事 ********* 

 

 9/9(火)   社会奉仕委員会家庭集会 

 9/10(水) 会員選考委員会家庭集会 

 9/13(土) 地区職業奉仕セミナー（熊本） 

 9/19(金) 青少年育成関係団体交流会 

 9/21(日) 地区米山セミナー（熊本） 

 9/28(日) ゴルフ愛好会月例ゴルフ（球磨CC） 

  

 

  内容については幹事もしくは担当委員会へ 

  おたずねください。 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   64名   76.27% 

出 席 免 除  5名 

8/15 例会取止め 欠 席 者 数 14名 

出 席 者 数  45名 

＊届け出欠席 岩本・齊藤・小林清・本田・中島・大賀・尾方 

       有村・中村・小林祐・堀川・尾上・葉山・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，山本，高山，丸尾 (a)戸高（本日参加） 

ゴルフ愛好会８月例杯成績ゴルフ愛好会８月例杯成績 8/21 ﾁｪﾘｰＧ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 岩井和彦 46 43 89 21 68 

準優勝 北昌二郎 41 41 82 13 69 

３位 水野虎彦 42 47 89 18 71 

４位 堤 正博 51 43 94 20 74 

５位 浅野 強 42 45 87 12 75 

 ＢＢ賞  石蔵尚之 

 敢闘賞  原田知一郎 

  

ドラコン 

 

 70歳以上  69歳以下 

⑤ 中島博之 岩井和彦 

⑱ 鳥井正徳 浅野 強 

ニアピン   
  ② 塚本哲也  ⑧ 北昌二郎 

  ⑫ 岩井和彦  ⑮ 岩本泰典  

べスグロ  
６９歳以下   北昌二郎  

７０歳以上   堤 正博 

            ９月のゴルフ案内９月のゴルフ案内９月のゴルフ案内   
 

 日 時: ９月２８日 (日)                

 場 所: 球磨カントリー倶楽部 

     ９時０６分ｽﾀｰﾄ  

  ３０分前にご集合ください！ 
   予備日は9/30(火）です。 



 

 

 

 

 

 

         国際ロータリーのテーマとは 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国際ロータリー（ＲＩ）のテーマとは、ＲＩ会

長から、毎年発表されるロータリー・メッセージ

のことです。このテーマは、ロータリー年度を通

じて、奉仕の実践に最も重要なものです。  

 テーマは、会長の抱負を端的に物語るととも

に、そのロータリー年度の進路を示すものでもあ

ります。  ＲＩ会長は、在職年度中に国際ロータ

リーで順守する適切なテーマを選ぶことができま

すし、選ぶように奨励されています。  

 先輩会員の中には、ＲＩ会長のテーマとかター

ゲットといわれる方もいらっしゃると思います。

以前、そのような呼び方をしていたころがあった

からです。 

 ＲＩ国際ロータリーのテーマが発表されるの

は、前年度中に開かれる、*国際協議会（The In-

ternational Assembly）においてです。国際協議

会とは、一言でいえば、ガバナーエレクトの研修

会です。全世界のガバナーエレクトが一堂に会し

て、国際ロータリーに関するいろいろなことを勉

強したり、意見交換をしたりするのですが、この

席上で、次期ＲＩ会長、すなわちＲＩ会長エレク

トによって、ＲＩの新プログラムの説明ととも

に、次年度ＲＩのテーマが、発表されます。国際

協議会で一番関心が集まるのは、何といってもこ

のＲＩテーマの発表です。 

（国際協議会は、1998年の規定審議会により、

1998―99年度から2月15日より前に開催されること

になっています）。   

 発表後の早い時期に、新しいＲＩテーマは、Ｒ

Ｉのウェブサイトやロータリージャパンで見るこ

とができます。 

            ロータリージャパンより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     クラブの例会(Club Meeting) 

 

  ロータリークラブでは、原則として毎週クラブ

の例会が行われます。例会に出席することは、

ロータリアンの三大義務（会費の納入、例会出

席、ロータリー雑誌の購読）のうちの1つです。 

慣れれば当たり前のように出かけていく例会です

が、新会員にとってはそもそも「例会」って何だ

ろう？と思われるかもしれません。 

 クラブ例会への出席は、ロータリアンの会員義

務の1つです。その例会は点鐘から始まります。そ

の後のプログラムについては、食事、会長スピー

チ、国際ロータリー（ＲＩ）や地区、近隣のクラ

ブからのお知らせ、各委員会の報告などと続きま

すが、その順序は、クラブによってさまざまで

す。ロータリーソングを歌ったり、クラブによっ

ては童謡などを歌っているところもあります。

「四つのテスト」や「ロータリー綱領」を唱和す

るクラブもあります。 

  また、ゆっくりと食事をしたり、例会での話を

たくさん楽しむため、などの目的で、食事をする

時間を例会時間には含まず点鐘前に例会場へ来た

人から、食事を取るというクラブもあります。例

会時間も、おおよそ1時間の日本国内とは異なり、

国外では長短バラエティーに富んでいるようで

す。 

 卓話は、毎週の例会のハイライト。クラブの会

員が自分の職業やロータリーについて話をした

り、ロータリアン以外の人を迎えて話をしても

らったりします。また、クラブで世話をしている

米山奨学生や交換学生が話をする場合もありま

す。 

 なお、卓話者への費用については、『手続要覧

2013年』P8に、「クラブがＲＩの現役員や元役員

あるいは他のロータリアンを招く場合は、そのク

ラブが費用を負担するものと期待されている。」

（ロータリー章典7.040.）」とあります。ロータ

リアン以外の卓話者についても、一定の交通費や

謝礼、記念品などを渡しているようですが、その

内容はクラブによって異なります。 

  

  ロータリージャパン及び2013年手続き要覧より 

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 


