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点 鐘       鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 

   

   国 歌 「君が代」 

    Ｒ Ｓ 「奉仕の理想」 

 

 

 
 
司会・進行  水野虎彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  
 
 

 

 

   会長 鳥井正徳 

 

 テニスの全米オープン男子

シングルスで、錦織 圭選手

の準優勝の快挙は日本中を興

奮のルツボ化いたしました。

全米オープンで決勝まで進出

するのは如何に大変なこと

か、テレビ等で詳細に報道し

ていましたが、何と言っていいか適当な言葉が

出て来ませんでした。今はやりのことば「すご

い」なんかじゃないと思っていましたら「すご

いを越えた」という新聞見出しを見つけまし

た。錦織選手の陰にかくれてあまり目立ちませ

んでしたが、伊藤竜馬選手も２回戦に進出して

いますし、上地結衣選手は車イス全米オープン

テニスで優勝しています。 

 最近は、日本の若者の海外での活躍が目立ち

ます。錦織選手が決勝進出を決めた頃、オース

トリアで行なわれたヨハネス･ブラームス国際

コンクール チェロ部門で、18歳の上野通明さ

んが優勝（１位）し、ビオラ部門で戸川ひより

さんが２位になっています。いずれも世界を

相手の１～２位です。青少年に夢と希望を与

えるのはこうした若者の活躍だし、生き方だ

と思います。決して順風満帆ではなく、幾多

の苦難に耐え、世界を相手に戦っている若者

の増加を頼もしく感じているところでござい

ます。これらのアスリート達に共通している

のは体力、気力、知力のすごさです。それに

加えて、多くの支援体制があることです。 

 それに引き換え、前回、小中学校全国学力

テストの結果について感想をお話し申し上げ

ていましたが、静岡県の川勝平太知事は、市

町村別の一覧表を作成し、平均を上回った学

校と校長名を公表し、文部科学省と真っ向か

ら対立しています。平均を示した数値を公表

するのは多くの副作用があることは常識的に

も明らかなのに、それをあえてやるのは首長

の独走としか思われません。本来はテストの

結果を受けて、授業の改善に努力し、生徒達

が自主性を発揮している学校こそ褒められる

べきと思いますが、若者の海外での活躍が注

目を浴びている最中に、何とも次元の低い話

だと思います。 

 来年４月から教育委員会制度が改正され、

首長と教育委員会が協議する総合教育会議で

の首長の動向と共に、今後の推移を見守りた

いと思います。 

 ９月には社会奉仕委員会の家庭集会がひま

わり亭で開かれ、私も幹事と共に出席いたし

ました。延岡エレクト(副会長）にも出席して

いただき、９名の参加の下に、慎重な協議が

なされました。今年の計画であります「人吉

ロータリー奨学金制度」の計画と、くま川鉄

道「田園シンフォニー」支援「車内移動例

会」の実施について具体的な資料に基づき協

議され、その内容と方向性が決定されまし

た。後はその趣意書を理事会に提出される予

定になっております。その後の懇親会と合わ



せて、非常に有意義な家庭集会であったと思いま

す。 

 お配りしました一般会計予算のことですが、余

裕が殆どございませんので「地域社会との係わ

り」で支出していました協賛金や補助金、助成金

等を見直し、思い切って減額をお願いし、了解を

得ることが出来ました。例えば、サッカー、柔道

大会への支援金、お城まつり協賛金、人吉オープ

ンゴルフ退会協賛金、球磨の民謡全国大会協賛金

などです。今後共、予算の執行につきましては、

会員の皆様の御協力をよろしくお願いします。 

 最後に非常に残念なことですが、尾方芳樹会員

より退会の申し出があり、理事会で承認されまし

たことをご報告いたします。会員増強委員長を始

め多くの方々の慰留にも拘らず７月１日付けで退

会されます。会員歴３０年、会長経験者でもあ

り、人吉ＲＣの発展に尽力された方と思います

が、御家庭の事情によると推察しています。 

 

 

 

   幹事 有馬宏昭 
 

【理事会承認事項】     

①戸髙克彦会員の出席免除解除の件  

 （免除期間６/５～８/１５）   

②尾方芳樹会員７/１付け退会願いの件  

③職業分類委員会より職業分類見直しの件  

 職業分類修正希望調査の結果   
         現在    希望  

 有馬宏昭会員 火災保険→保険代理業  

 村山能史会員 洗濯業→リネンサプライ業 

 山賀勝彦会員 冷凍冷蔵業→冷蔵・製氷業   

 浅野 強会員 電気部品製造 

        →電力制御装置製造・販売 

④新入会員候補者 秋山公士郎氏 入会承認の件 

 →Ｒ情報委員会へ    

⑤2720地区小山ガバナーより、広島土砂災害義捐 

 金のお願いの件、義捐金額１クラブ１万円程度    

 （締切9/12）義捐金は2710地区ガバナーへ送金  

⑥2014－2015年度人吉ＲＣ予算について  

【連絡事項】      

①国際ロータリー第2720地区ロータアクト地区RA  

 工藤孝文代表から第30回年次大会本登録のご案 

 内が届いています。    

 開催日：平成26年10月11日(土)・12日(日) 

 会場：熊本交通センターホテル 

 →安達ＲＡ委員長へ    

②人吉ＲＡＣより９月の例会予定が届いていま 

 す。      

  ９月第一例会    

  日 時：9月18日木曜日19:30～21:00  

  場 所：ひまわり亭    

    内 容：世界の中の日本語   

    担 当：福水珠美（国際奉仕）委員長  

     ９月第二例会    

   日 時：9月27日または28日（調整中） 

   場 所：眞鍋豊宏君 自宅   

   内 容：天体観測（BBQあり）  

     担 当：眞鍋豊宏副会長   

【配布物】 

  なし      

【回覧物】       

①一般社団法人ロータリーの友事務局より ロータ 

 リーの友英語版の注文書が届いています。 

  年１回11月発行 定価500円+消費税 

  海外向けの記事を掲載   

②八代ＲＣ週報     

③小山康直ガバナーより7月30日の公式訪問のお礼 

【例会変更・取止め】     

 なし    

 

   

    ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 中川貴夫会員より亡父会葬お礼として、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   63名   79.31% 

出 席 免 除  5名 8 / 2 9 出席率 76.27％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 14名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 小林清・岩井・大久保・尾上・馬場・青木 

       葉山・堀川・宮原・下田・漆野・本田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾          

＊メークアップ  

 多良木ＲＣ；中川・鳥井・有馬 

 人吉ＲＡＣ；安達・本田・武末・中島 

 八代ＲＣ；中川 

 クリーン人吉；葉山・平田・井手・岩井・片岡・北 



 

 

【親睦委員会】       委員 北昌二郎 

  

【雑誌委員会】           

     

  

  ロータリーの友 

     ８月号の紹介 

 

   紹介者 塚本哲也会員 

 

 
 

 
 皆さんこんにちは。８月号の
ロータリーの友の紹介です。ま
ず、左から紹介します。表紙はス
イスとイタリア国境に位置するア
ルプス山脈のマッターホルンの写
真です。スイス側から撮られた１

枚でイタリア側から撮るとさほどではないがスイ
ス側から撮ると素晴らしいのひと言に尽きるそう
です。 
 ３ページはホアン会長のメッセージです。会長
の奥さんもロータリー―に入会され会員増強がで
き、奥さんが入会したクラブは台湾で２番目に会
員が多いクラブになったそうです。皆さんも奥さ
んをロータリーに入会させようというメッセージ
ですが中々私個人的には難しいかなと思いまし
た。 
 ８ページです。同好会活動を生かし会員増強に
取り組んでいるクラブの紹介です。「チャレンジ
１００」と銘打って３割減少して７０名になった
会員を１００名に増強しようというプロジェクト
をスタートしたそうです。クラブに２０以上の同
好会を作り、その中には日本酒の会、ワイン会、
グルメの会、カラオケ会、スキー、テニス、陶芸
などなどいろいろな同好会があり、その活動を通
して現在２０名増強して９０名以上になったそう
です。 
 １１ページに移ります。今回はお酒に関する記
事が多くグッドタイミングでした。帯広西ロータ
リークラブでは「銘酒会」を焼く２年前に発足し
て大好評だという記事が載っています。６７名中
３５名の会員の有志で構成されロータリーの定例
会でも開催し、８０％の会員が参加されるそうで

す。またこの度、ユネスコの世界遺産に登録され
た「和食」と日本酒をこよなく愛する会員が多い
ことも幸いしているそうです。余談ですが、皆さ
んは和食の日が制定されたのをご存知ですか？１
１月２４日が和食の日です。いい（１１）日本食
（２４）をもじってつけられました。またある大
学の先生から聞いたのですが、味わいは通常５味
がら成ると言われますが、和食はこれにだしから
生まれる旨味が加わり６味あるのだそうです。 
 ２８ページには東日本震災で両親もしくは片親
を失った、大学、短大、専門学校で学ぶ「遺児」
に対して月額５万円を給付し変換を求めない奨学
金の話が記載してあります。 
 続きまして右の表紙です。パッと見たときウズ
ラかなと思いましたが夏の雷鳥だそうです。小鳥
が３羽一緒にいますが近寄っても逃げなかったの
で１メートルまで近付いて写した貴重な１枚の写
真です。 
 右から開いて８ページです。わがまち・・・そ
してロータリーは長崎県佐世保市の商店街の話が
とり上げられています。名物は皆さんご存知の佐
世保バーガーが有名です。佐世保は東西４キロ四
方のうちに市役所をはじめとする官公庁、病院、
図書館、体育館、駅、港などの施設がすべてそ
ろった天然のコンパクトシティーで人口約２６万
人の佐世保の中心商店街は当時特別な努力をしな
くても賑わっていたそうです。私も１０年位前に
視察に訪れたことがあるのですが、商店街の中に
駅やダイエー（当時）や大きな病院もあり大変賑
わっていました。また先ほど書いたように猫の額
みたいに狭いところなのでイオンなどの大型の
ショッピングセンターも山を越えたところしか土
地がないため近くにできることは考えにくいとこ
ろでした。しかしイベントの多さは有名でその時
はＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭りの話を中心に勉強さ
せてもらいました。全国からなんと１７４チーム
の参加があり大変な盛況ぶりだそうです。数える
と３０位のイベントが土日を中心に商店街で催さ
れていて、きらきら大パーティーは花見の宴があ
るならイルミネーションの宴もあっていいじゃな
いかとアーケードの下に会議用のテーブルを並べ
て宴席とし、飲み物、食べ物の持ち込み自由、忘
年会をどうぞという催しもあり１２月の第１水曜
日に開催し、５０００人の乾杯で盛り上がるのだ
そうです。他にもカレーグランプリもあり護衛艦
１０隻から３００人分のカレーを提供してもらい
それを３０００人の市民に少しづつ試食してもら
いお気に入りを投票するといった催しもあるそう
です。佐世保は米海軍の軍人、家族そして陸海の
自衛隊とその家族を合わせると１万人が居住して
いるそうです。人吉の商店街もこの元気さを見習
いたいと思いました。 
 あと他にも興味深い記事がありますが時間が来
ましたのでこれでロータリーの友８月号の紹介を
終わらせて頂きます。ご静聴ありがとうございま
した。 
 

      272027202720地区地区地区   

         熊本第６グループ合同コンペ熊本第６グループ合同コンペ熊本第６グループ合同コンペ   

         １０月１９日（日）開催１０月１９日（日）開催１０月１９日（日）開催   
     球磨カントリー倶楽部 

      

    詳細はＦＡＸでご案内します。 



【ニコニコ箱委員会】   委員長 平田フク 
 
（９/５例会カード） 
 
・中川会員 父、義澄の葬儀には多数の方々にご 
 会葬いただき誠にありがとうございました。本 
 日は初七日で、お休みさせていただきます。後 
 日改めてご挨拶をさせていただきます。  
・石蔵会員 原署長、浦本係長、ご来訪ありがと 
 うございました。貴重な体験談、大変勉強にな 
 りました。               
・馬場会員 球磨川音楽祭、いよいよ来週の金曜 
 日になりました。宜しくお願いいたします。 
                                        
・井手会員 原署長様、貴重な卓話ありがとうご 
 ざいました。安管お世話になっております。 
                                        
・武末会員 原署長、浦本総務係長さん、本日は 
 卓話来訪ありがとうございました。       
・有馬幹事 人吉警察署長 原秀二様、貴重な卓話 
 有難うございました。宮崎中央ＲＣ香川様、ご 
 来訪ありがとうございます。             
・鳥井会長 原秀二人吉警察署長、卓話有りがと 
 うございました。大変参考になりました。又、 
 ローターアクトクラブからは、例会会報有りが 
 とうございます。                       
 
（本日カード） 
・大賀会員 団体関係用務のため早退させていた 
 だきます。                             
 
 
 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ロータリーの標語(MOTTOS)  

 

「超我の奉仕」(Service Above Self)および「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」(One 

Profits Most Who Serves Best)が、ロータリーの

公式標語である。 前者がロータリーの第１標語で

ある(50-11,51-9,89-145,01-678,04-271,ロータ

リー章典33.080.)。 

後者は、2010年規定審議会で修正が加えられ、

“they”が”one”に置き換えられた。 

 「世界でよいことをしよう」(Doing Good in 

the World)は、ロータリー財団の標語である。 

            （ロータリー財団章典7.090.1） 

 「奉仕を通じての親睦」(Fellowing  Through 

Service)は、ローターアクトの標語である  

             （ロータリー章典41.020.6.） 

 

      2013年手続要覧第１部第14章より 

 

 

 

 

    副ガバナー((VICE GOVERNOR)とは 

 

 先ほど行われた３クラブ合同ガバナー公式訪問

の折、ガバナーの横に副ガバナーが列席されてい

ました。今まで副ガバナーも参加の公式訪問は経

験がなく初めてのことでした。あまり聞き慣れな

い副ガバナーについて手続要覧に次のように記載

されています。 
 
 「ガバナー指名委員会は、１名のパストガバ

ナーを副ガバナーに選出する。副ガバナーの役割

は、ガバナーが一時的あるいは恒久的にガバナー

としての任務の続行が不可能となった場合に、ガ

バ ナ ー の 後 任 と な る こ と で あ る（RI 細 則

6.120.1）。地区が通常のガバナー選挙のプロセス

を用いて副ガバナーを選出するのが最も奨励され

ている方法である。」ちなみに我が2720地区の

2014～15年度副ガバナーは人吉中央ＲＣの赤山武

興直前パストガバナーです。 

     

         2013年手続要覧第２章P24より 

 

 

 

 

  

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 


