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  ３月 識字率向上月間  

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

 

       会長 鳥井正徳 
 

 「春はなかなか来ない」と先日申し上げまし

たが、今朝の新聞に、川越公弘会員宅の長州緋

桜が見頃を迎えたと写真が載っていました。会

員宅は、これから４月までいろいろな桜が咲く

ことで有名です。訪れてみませんか。 

 また、工場ブランドネット販売「ファクトリ

エ」が熊本市に店舗をオープンするそうです

が、会員の竹長一幸人吉シャツ工場長が、社長

と「良いシャツのポイント」と題して対談さ

れ、15日も、ものづくりについて意見交換する

とありました。がんばってください。 

 先週６日、人吉ＲＣ戦略計画委員会の家庭集

会が開かれ出席いたしました。協議内容は、次

年度ロータリー財団地区補助金活用事業の申請

についてと、厳しい財政事業（会計）を打開す

るための有効な手段はないか、次年度、次々年

度の60周年事業を見据えた事業の取り組みをど

うするか等でした。様々な意見が出されアウト

ラインは決定されましたが、今後更に検討を重

ねてお計りすることになりました。次年度、

次々年度を見通した戦略計画委員会の活動に期

待いたします。 

 ３月11日は、東日本大震災から４年がたち、

被災地の岩手、宮城、福島県は元より、日本各

地で追悼式や集会が開かれ、列島は、鎮魂の一

日となりました。ご家族や職場におかれまして

も、発生時刻に合わせて黙祷をささげられたと

ころも多かったと思います。４年前の大津波

が押し寄せたあの光景は、今でも脳裏に焼き

付いていますが、震災による死者は全国で１

万５千人、行方不明者は2,584人、震災関連死

者が3,244人など合わせて２万人を超えるそう

です。更に今なお避難者総数23万人という未

曾有の大震災の復旧工事も遅れ、道半ばと報

道されています。被災者の生活再建への道の

りは尚険しいものがあるようです。「いつま

でも後ろを見ていても仕方ない。前に進む以

外にないのです。」といわれる被災者の悲痛

な叫びに、一日も早くくらしの再建がくるよ

う祈らずにはおれません。また、この震災を

風化させてはいけない。防災は常に生活の中

に位置づけていかねばならないという思いも

大切と思います。 

 ３月は、識字率向上の月間です。

（Literacy Month） 

 ３月は識字問題への意識を高めること、自

国や海外で識字向上のプロジェクトを実施す

ることが、ロータリアンに奨励されていま

す。地域内のあらゆる人が、幸福に暮らすた

めに読み書きの能力が重要であること、また

識字水準が生活水準に直結することについて

理解を深めることとされています。 

 ところで、世界的な識字推進をめざす社会

奉仕プロジェクトが推進される中で識字率の

向上が進まないのはなぜでしょうか？「それ

は識字率の向上への取り組みは女性に対する

偏見、宗教上の問題、貧困そして戦争などと

の困難な戦いだからである。」と言われてい

ます。世界で９億人以上の人が読み書きがで

きない中でその２/３は女性であるとされてい

ます。審議によっては女性への教育を否定す

るところもまだ存在します。「読み書きので

きない親の子供もまた識字能力のない可能性

が高まり、識字能力の欠如と貧国の悪循環が

続く」ことこそ避けねばならないことでしょ



うが、避けては通れない課題はあまりも大きいよ

うです。そのような中で私達にできることは何

か、ロータリーの友にもいろいろな実践が紹介さ

れています。 

 来週の例会は、地区大会出席のため延岡エレク

トに会長の時間をお願い致しました。よろしくお

願い致します。 

 

 

    幹事 有馬宏昭 

【理事会の承認事項】 

①内藤泰雄氏 入会承認 

②会員候補者 田上明仁氏 会員増強、職業分類  

 会員選考各委員会から了承を受け理事会で承認 

 いたしました。 

③釜田元嘉会員 出席免除申請を承認いたしまし 

 た。3/6からしばらくの間。（健康上の理由） 

【連絡事項】 

①国際ロータリー日本事務局から2014年10月のRI 

 理事会決定で行動規範に再度変更が加えられま 

 した。 

 ロータリアンの行動規範 

 １.個人として、また事業において、高潔さと高 

   い倫理基準をもって行動する。 

  ２.取引のすべてにおいて公正に努め、相手とそ 

   の職業に対して尊重の念をもって接する。 

 ３.自分の職業スキルを生かして、若い人びとを  

     導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、 

     地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め 

     る。 

  ４.ロータリーやほかのロータリアンの評判を落 

     とすような言動を避ける。 

②国際ロータリー2720地区2015-16川﨑誠治Ｒ財団 

 補助金委員長から2015-16年度Ｒ財団、地区補助 

 金利用の受給計画書提出の案内が届いていま 

 す。提出期限は３月末日迄、ガバナー事務所 

 まで。→延岡会長エレクトへ 

③国際ロータリー2720地区2015-16年度地区研修・ 

 協議会開催のご案内が届いています。 

 日 時：5月10日(日)10:00～16:00(登録9:00～) 

 場 所：熊本保健科学大学 

  出席義務者：次年度ガバナー補佐･会長･幹事 

       各部門委員長 

 申込期限：4月6日(月) →延岡会長エレクトへ 
 
【回覧物】 

国際ロータリー第2580地区吉田雅敏国際奉仕委員

長からサンパウロ国際大会ジャパンナイトパー

ティーのご案内が届いています。 
 
【例会変更及び取り止め】 

熊本西ＲＣ4/7日→18:30～場所：オーデン 

 〃   4/14日→4/15 18:30～ 

       ﾆｭｰｽｶｲ内4RC合同例会のため  

          ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙにて 

熊本北ＲＣ3/26→3/27 18:30～ 

      姉妹ｸﾗﾌﾞ台北羅馬RC歓迎例会のため 

      菊南温泉 ユウベルホテルにて 

熊本城東ＲＣ3/30→18:30～お花見例会のため 

           「グリル クドウ」にて 

熊本東南ＲＣ4/1→18:30～花見例会のため 

           「城見櫓」にて 

八代南ＲＣ3/31→18:30～「お花見例会」のため 

           「日本料理 葵」にて 

                   

    国際ロータリー第2720地区 

    2015-2016年度 地区委員委嘱状伝達式 

       危機管理委員会委員 

      安達玄一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 会 式 

内藤靖雄 会員 

 

新入員紹介         推薦人 有村隆徳 

 たいへんうれしいニュースです。本日から内藤

靖雄さんが入会されます。皆様全員のご賛同をい

ただきありがとうございました。まず御礼申し上

げます。恒例ですのでご紹介します。 

 内藤靖雄様は人吉連合青果㈱代表取締役社長で

ございます。社長になられて16年、会員の皆様は

ほとんどご存知だと思います。温厚、誠実、たい

へん親しみやすい方です。ご家族は、奥様、すで

に社会人としてご活躍中のご長男様とご長女様が

おられます。後ほど本人からご挨拶をいただきま

す。どうぞ指導ご厚意を宜しくお願い申し上げま

す。 
 
バッチ贈呈及び歓迎の言葉     会長 鳥井正徳  

 内藤靖雄様、この度の人吉ロータリークラブへ

のご入会おめでとうございます。ありがとうござ

います。62名の会員全員が心から歓迎いたしま

す。 

 すでにオリエンテーションでお聞きと思います

が、私達ロータリアンは、奉仕の心を実践しなが

ら、知り合いを広め、自己を高め合っています。

今年は「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」と目標を掲げがん

ばっているところです。遠慮はいりません。分か

らないところはお尋ねいただき早く溶け込まれる

よう期待いたします。本日は有り難うございま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

入会者の挨拶         新会員 内藤靖雄 

 ただ今ご紹介にあずかりました人吉連合青果㈱

の内藤靖雄でございます。歴史と伝統のある人吉

ロータリークラブに入会をさせて頂きまして本当

にありがとうございます。何も知らない若輩者で

ございます。先日のオリエンテーションで、

「ロータリークラブには“イエス”と“はい”し

かない。」と教わりましたものですから、これか

ら“イエス”“はい”でロータリー活動を頑張っ

ていきたいと思っておりますので、皆様宜しくお

引き回しのほどお願い申し上げます。 
 
所属委員会の発表       幹事 有馬宏昭 

 ご入会おめでとうございます。内藤会員の所属

委員会は、クラブ運営では「ＳＡＡ」、奉仕プロ

ジェクトでは「職業奉仕委員会」に所属して頂く

ことに決定しました。委員長宜しくお願いしま

す。 
 
ロータリー情報委員会   副委員長 片岡啓一 

 内藤泰雄さん、人吉ＲＣへ入会おめでとうござ

います。３月９日(月)13時30分より当ホテルにお

いて入会についてのオリエンテーションを約90分

受けて戴きました。出席の重要性をはじめロータ

リーに対する心得を理解いただきましたのでロー

タリアンとしてすぐ馴染まれ活躍戴ける事と信じ

ております。宜しくお願いいたします。 

 さて、人吉ロータリークラブ細則11条・第6節に

よりますと、新会員がクラブに早く溶け込めるよ

う援助する会員を指名する事になっています。内

藤泰雄会員の援助会員を、推薦人の有村隆徳会員

にお願いする事に致します。有村会員宜しくお願

いいたします。 

 ここで、ＳＡＡ委員会にお願いいたします、入

会されてしばらくの間、内藤会員と有村会員が同

席出来るようにセッティングを宜しくお願いいた

します。分からない事、疑問に思われたことは、

遠慮なく有村会員にお尋ね下さい。そして、一刻

も早く素晴らしいロータリアンに成られることを

期待いたします。 

 

 

【会計・監査】 

    2014-2014年度半期決算会計報告 

                会計 田中信也 

 皆様にお配りしています人吉ロータリークラブ

2014-2015度半期決算報告書の収入と支出について

ご報告致します。 

        ～ 内容説明 ～ 

   2014-2015年度 半期決算監査報告 

                上田一精監査 

 人吉ロータリークラブ2014～2015年度、一般会

計・特別会計・友愛基金の半期決算書について、

２月25日に会計報告書を釜田監査と一緒に全て精

査させて頂きました。結果、全て適正であると認

めましたのでご報告いたします。 以上です。 

 

    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ＲＡＣ３月第一例会のご案内 

  日 時：３月１９日(木)19:30～ 

  内 容：ローターアクトについて(その１) 

  場 所：ひまわり亭 

  担 当：本岩会員、中山会員 

 ３月例会は来期会長に本岩佑梨会員が就任する

予定になっていること、今期の卒業生が多いこと

などを踏まえて、これを機にもう一度アクトにつ

いて再確認をしておきましょうということで企画

しています。第２例会は3/26(木)（その２）の予

定です。 

 

【職業奉仕委員会】     委員長 浦田繁喜 

      優良職員推薦のお願い 

 本日皆様のお手元に優良職員推薦書をお配りし

ておりますが、４月２４日(金)例会において「優

良職員表彰式」を実施いたします。皆様の事業所

から優秀な職員をご推薦いただきまして今月末ま

でに事務局へご提出下さいますよう宜しくお願い

申し上げます。 

 
【雑誌委員会】 

    

     ロータリーの友３月号の紹介 

              紹介者 竹長一幸会員  

 ３月は「識字率向上月間」ということで７ペー

ジから13ページまで特集が組まれています。 

 学校で勉強出来ない子供たちの為に、各地区の

ロータリークラブで様々な支援活動をしていると

いう事例が報告されています。 

本日の出席率 

会   員   数   63名   81.03% 

出 席 免 除  5名 2 / 2 7 出 席 率  75.86% 

欠 席 者 数 11名 補 填 数    7名 

出 席 者 数  47名 修 正 出 席 率  87.93% 

＊届け出欠席 堤正・中川・漆野・堀川・本田・下田・中村・尾上 

       北・小林祐・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 慶山ＲＣ40周年；北 

 人吉ＲＡＣ；延岡・齊藤・浅野・平田・春木・安達 



 埼玉県の吉川ＲＣは、フィリピンの子供達に

シャープペンシルを贈ったそうです。静岡の三島

ＲＣは、学校までの通学距離が遠いタイの子供達

に日本の放置自転車を贈ったそうです。この機会

に今月のテーマである「識字率」について、正確

な意味を調べて見ました。「１５歳以上が対象

で、日常生活の簡単な内容についての読み書きが

できる、人口の割合」だそうです。参考までに今

回の特集に出てくる国の識字率は、フィリピン

(95.7%)、タイ(94.1%)、ミャンマー(92%)、ギニア

(90.4%)、ラオス(68.7%)と言う事でした。ちなみ

に日本は99％でした。世界には勉強したくても学

校に行けない子供達がたくさんいると言う事を、

日本の子供達にも知って欲しいと思いました。 

 東日本大震災の関連記事として19ページから23

ページまで「心は共に」ということで記事が掲載

されています。2011年3月11日。あれから４年にな

りますが、復興はまだ途上。 

「いつになったら元の生活に戻れるのか」。 

そんな思いをいだきながら、また、亡くなった人

の面影を追いながら生活している人は少なくあり

ません。ロータリアンは、そんな被災者の方々の

役に立てればと、４年経った今も支援を続けてい

ます。と言う事で、被災地で行われている色々な

支援活動を紹介してあります。熊本に住んでいる

と、遠い被災地の事はつい忘れてしまいがちです

が、被災された方達は今もなお大変な思いで過ご

されていると言う事を再認識させられました。 

これからも何かお手伝いできる事があれば、出来

るだけ協力していきたいと思いました。 

 縦書きのページの方は、「すこやかに生きる漢

方の知恵」と言う事で、出来るだけ薬に頼らず、

自然の力で心と体を健康に保ちましょうと言う事

が紹介されています。兵庫県の宝塚市の紹介や各

地区のロータリークラブの活動報告など紹介され

ていますので、是非御覧になってください。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・葉山会員 ①アサノ電機の「エレワイズ」が熊本 

 県工業大賞の奨励賞、受賞おめでとうございま 

 す。②内藤さんの入会を祈念して。③本日米山記 

 念奨学委員会から3月10日現在での各人の特別寄付 

 合計額のお知らせを致しました。皆様宜しくお願 

 いします。今年の目標は40万です。④永尾君の社 

 長就任おめでとうございます。       

・和田会員 内藤さん入会おめでとうございます。 

 ひさしぶりにお会いしました。宜しくお願いしま 

 す。                   

・竹長会員 鳥井会長、先ほどはご紹介いただきあ 

 りがとうございました。明日、下通りのマルタ号 

 にて、夕方６時からシャツの講演をしてきます。 

 インターネット通販「ファクトリエ」を宜しくお 

 願いします。               

・石蔵会員 内藤さんご入会おめでとうございま 

 す。変わらない若々しいお姿に驚き大いに刺激を 

 受けたいと思っています。         

・板井会員 内藤様の御入会おめでとうございま 

 す。楽しい「ロータリー」をすごされるよう宜し 

 くお願い致します。            

・塚本会員 内藤さんご入会おめでとうございま 

 す。今後とも更なるお付き合いができることを楽 

 しみにしています。昨夜はお疲れ様でした。 

・宮山会員 内藤靖雄様の入会おめでとうございま 

 す。                   

・渡辺会員 内藤君入会おめでとう!!よろしくね！ 

                      

・友永会員 内藤さんのご入会歓迎します。  

・山賀会員 内藤会員の入会を心より歓迎致しま 

 す。                   

・浅野会員 内藤会員、先般はお世話になりました 

 今後共宜しくお願いします。先日職場訪問で紹介 

 しましたエレワイズが熊本県工業大賞奨励賞を 

 受賞しました。感謝し、ニコニコします。  

・有村会員 内藤様の入会を歓迎致します。  

・中島会員 内藤様ご入会おめでとうございます。 

 今の信用組合の場所が青果市場でした。その頃か 

 らお世話になっております。三代続いてお世話に 

 なります。                

・鳥井会長 ○内藤靖雄様、人吉ロータリーへの入 

 会おめでとうございます。力を合わせてがんばり 

 ましょう。○竹長一幸会員明日の対談がんばって 

 ください。                

・延岡会員 ○内藤さん入会おめでとうございま 

 す。宜しくお願いします。○永尾君代表取締役社 

 長就任おめでとうございます。社業にロータリー 

 にご活躍期待しております。        

・伊久美会員 内藤さんの入会を歓迎いたします。 

                      

・井手会員 内藤さん御入会おめでとうございま 

 す。首を長くして待っておりました。ロータリー 

 ライフを一緒に楽しみましょう。      

【Ｒ財委員会】 

・延岡会員 同上              

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 同上              

・井手会員 同上              

・延岡会員 同上              

・伊久美会員 毎週の寄付です。       

・大久保会員 内藤社長御入会おめでとうございま 

 す。心から歓迎申し上げます。宜しくお願い致し 

 ます。                  

・山田会員 内藤靖雄君入会おめでとうございます 

 SAA委員として協力宜しくお願いします。   

・有馬幹事 ○内藤靖雄さんの入会おめでとうござ 

 います。一緒にロータリーを楽しみましょう。 

 竹長会員の明日の対談、顔を出す予定です。頑 

 張って下さい。              

・岩本会員 井手さんより寄付をせろと言われまし 

 たので・・・               

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 


