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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「我等の生業」 
 
司会･進行  戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介    延岡研一会長 
 
  RI第2650地区 八日市南ＲＣ 下田政寿会員  

 

 

   会長 延岡研一 
 

  昨日は村田会員から招待いた

だいて、ＮＴＴ西日本熊本支社

のお客様感謝の夕べに人吉ＲＣ

会長として出席させていただき

ました。今朝村田さんの車で

送ってもらいました。昨日今日

と大変お世話になりました。昨

日は笹原さんにもお会いしまし

たが、お変わりなくお元気でした。 

 さて、お陰様で、11月１日の「人吉ＲＣ杯知的

障がい者陸上競技大会」を無事に終了することが

できました。本当にありがとうございました。人

吉ＲＣとしては、今までほとんど実施したことの

ないアクティブな事業といいますか、陸上競技大

会の実施で、それも知的障害者の大会という事で

大変でしたが、皆様のお蔭で大成功に終わりまし

た。特に事務局の緒方さんには、事務的部分から

参加者やボランティアとの連絡、準備物の手配

等、陰の主役として大車輪で働いてもらいまし

た。水野幹事には役場との打ち合わせなどで何回

と多良を往復してもらったでしょうか。社会奉仕

委員会のメンバーにもＳＯの大会視察に行っても

らい運営のアドバイスを頂きましたし、中川委員

長と和田副委員長には開会宣言と閉会宣言でちっ

とだけでしたが出番を作ることができました。所

用で参加できなかった方も含めまして、会員各位

のご協力に改めて感謝申し上げます。 

 そして何より、42名の参加してくれた競技者

と、人吉高校、球磨工業高校の生徒さんはじめ、

100名を超える審判やボランティアの協力に大き

な喜びを感じるとともに、心より感謝いたしま

す。 

 また、開催地の松本多良木町長にもご臨席いた

だき、地区第６グループからも本田ガバナー補佐

をはじめ、水俣ＲＣ、芦北ＲＣ、多良木ＲＣ、人

吉中央ＲＣの会長、会員も応援に掛けつけてくれ

て、表彰式ではみなさんにプレゼンターの役も

担っていただきました。 

 医療救護スタッフも、人吉ＲＣから堤脩先生、

看護で人吉中央ＲＣの増田会員（増田クリニッ

ク）、多良木ＲＣの恒松幹事（つつじヶ丘学園）

から看護師の方に参加して頂きましたし、堤先生

のお声掛けで公立多良木病院総合健診センター長

の青木範充先生にもおいで頂き、万全の態勢で臨

むことができました。 

 早速11月３日の人吉新聞で大きく記事掲載をし

て頂き、ありがとうございました。記事の中でも

紹介していますが、50メートル走で途中転倒した

競技者が20秒ほどでしたか身動きもせず倒れたま

まで大丈夫かと心配になったのですが、ほかの出

場者が駆け寄って起こしてあげて一緒にゴールす

る場面では、心温まる思いがしました。表彰式は

全員表彰という事で、18回の表彰式を行いました

が、メダルをかけてもらう競技者の笑顔やはにか

む姿もとても和やかでいいものでした。 

 そして本田副会長には、まさかの豚汁を準備し

て頂いていました。寸胴鍋にいっぱい作ってき

て、温め用の鍋にコンロと万全の態勢で、大会終

了後に会員みんなで食べたお弁当タイムがとても

和やかで達成感をじっくり味わうことができまし

た。心配りに感謝です。 
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 さて、余韻に浸る間もなく、早いものでもう年

次総会、次々年度の会長、幹事を決める時期が近

付いてまいりました。年次総会はクラブ細則第4条

第1節により12月第１例会（今年は12月４日）に開

催するとあります。この総会で、次年度の役員、

理事の選挙を行うことになっています。さらにク

ラブ細則第１条第１節で役員を選挙すべき会合の

１か月前の例会において、その議長たる役員は会

員に対して会長（次々年度）副会長、幹事、会計

および8名の理事を指名することを求めなければな

らない。という事で、本日、会員の皆様にその候

補者の指名を求めたいと思います。次回の例会日

までに、水野幹事か私まで申し出て頂きたいと思

います。 

                      
 
   幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・人吉お城まつり実行委員会より全体会議開催 

 の案内→地域発展委員会浅野委員長へ 

【回覧物】 

 人吉医療センター広報誌「翔」 

 11月ガバナー月信 

【例会変更取り止め】 

芦北ＲＣ11/9（月）職場訪問例会の為 

    例会場所の変更 都城市霧島酒造本社 

 

    委員 平田フク 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

【国際奉仕委員会】   委員長 有村隆徳 
 
     韓国慶山ＲＣ第14次姉妹締結調印式と 

      ロータリー国際大会(ｿｳﾙ)のご案内  

 今年度は慶山RCと第14次姉妹締結の年となって

おります。先月慶山ＲＣと連絡を取り合い５月末

から開催されるロータリーソウル国際大会に合わ

せた日程で調印式を行うことに決定しました。来

年５月のことですが国際大会登録の第１次締切が

12月15日となっておりますので早めのご案内をさ

せて頂きます。  

 後ほどスケジュール等を入れた出欠案内ＦＡＸ

を送ります。来年60周年記念式典には慶山・台北

稻江ＲＣにお出で頂くことになりますので、どう

か多くの参加を宜しくお願い致します。  

 訪韓日程 平成28年5月28日(土)～30日(月)  

 

【ローターアクト委員会】委員長 平田フク     

   人吉ＲＡＣ１１月 第１例会 のご案内 

  日時； １１月１２日（木）19時30分～ 

  例会； 中川原公園～人吉城址 

  内容； ナイトハイク例会 

    ～人吉城に紅葉を見に行こうよう～ 

  準備物；懐中電灯、防寒着     

   皆さん 是非ご参加下さい！ 

   参加はメークアップになります！ 

 

【社会奉仕委員会】 委員長 中川貴夫 

 11月1日の人吉ＲＣ杯知的障がい者陸上競技大

会には27名の会員に参加していただきました。  

会長、幹事、委員会、地域の多くの方々にご協力

いただき無事終了することが出来ました。ありが

とうございました。お礼申し上げます。 

 それから平成27年度歳末たすけ合い演芸会の入

場券販売のお願いがきております。購入は社会奉

仕委員会までお願いします。以上です。 

 

【親睦委員会】    委員長 原田知一郎 

本日の出席率 

会   員   数   63名   80.0% 

出 席 免 除  4名 1 0 / 2 3出席率 82.14% 

欠 席 者 数 12名 補 填 数     7名 

出 席 者 数  47名 修 正 出 席 率  88.13% 

＊届け出欠席 友永・齊藤・中村・北・竹長・尾上・小林祐 

       山田・外山・田上・小林清・堀川  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席）, 釜田          

＊メークアップ  

 広報.プログラム家庭集会；戸高・愛甲・岡・宮原・下田・葉山 

 地区ロータリー研究会；中川             

１１月の結婚祝い  

 片岡 啓一会員     １日   安達 玄一会員  ２日 

 浅野  強  会員     ２日  塚本 哲也会員  ３日 

 馬場 貞至会員     ３日  山口 令二会員    ４日  

 釜田 元嘉会員   ７日  本田 節会員  １１日 

 齊藤日早子会員１１日  堀川 匠太会員 １４日 

 北 昌二郎会員  １８日  浦田 繁喜会員 ２１日 

 堤 脩    会員  ２３日  竹長 一幸会員 ２３日 

 

 

 

 

              １１月の誕生祝い 

 永尾 禎規会員      ３日  愛甲 康 会員       ５日 

 本田 節 会員   １０日  片岡 啓一会員  １５日 

 板井 英朗会員 １６日  岡 啓嗣郎会員  ２２日 

 水野 虎彦会員 ２８日  尾上 暢浩会員  ２９日 

 大野 啓介会員   ３０日 
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【雑誌委員会】 

    ロータリーの友１１月号紹介  

 

              紹介者 新堀純子会員     

 まず縦組８ページから紹介しま

す。「ロータリー財団補助金さまざ

まな活用例、“地区イベントの収益

金でカンボジア水施設を整備”（水

と衛生）“ブラジルの病院にやけど

治療器を寄贈”（疾病予防と治療） 

など地区補助金、グローバル補助金を活用したプ

ロジェクトの事例を紹介してあります。グローバ

ル補助金の事務手続きは多少手間が掛るが恩恵を

受ける相手国の人たちにとってはまさに人生を変

える変化をもたらすことができるということで

す。 

 19ページ、先ほど国際奉仕委員会から案内があ

りましたソウル国際大会のことが書いてありま

す。2015年9月に開催される第13回日韓親善会議に

ついて、ソウル国際大会に向けての両国の熱意が

伝わります。続き22ページには国際大会ホスト組

織委員会から国際大会ならではの素晴らしい特典

の紹介です。30ページでは「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ」

に登録された方へ、正しく登録ができているのか

確認するためのチェック方法が紹介されていま

す。32ページ“心は共に”東京西ローターアクト

クラブによる東北被災支援活動の様子が載ってい

ます。 

 縦組に移ります。４ページ「なぜ貧しい国はな

くならないのか」政策研究大学院大学教授 大塚

啓二郎の講演要旨。たいへん興味深く、皆様にぜ

ひ読んで頂きたいところです。 

以上、見所紹介を終わります。 

  

【Ｒ情報委員会】      委員長 片岡啓一 

 

        Ｒ情報卓話          

   「ロータリーの女性会員について」 
 

 なぜこの標題にしたかといいま

すと、次年度の我が人吉クラブの

会長が人吉ロータリークラブ初の

女性会員の本田節会員だからで

す。しかも記念すべき60周年の会

長です。人吉ロータリークラブ60

年の長い歴史の中でも、たいへん画期的な出来事

として、このテーマを選びました。以前にもロー

タリー情報として女性会員についてお話ししたこ

とがあるので、覚えていらっしゃる方もおられる

と思いますが、前とかぶる内容もあるかもしれま

せんが、新しい会員にも理解を深めるという趣旨

をご理解いただき、ご了承ください。 

 本年、国際ロータリーが発足して110年目を迎え

ました。しかし、1905年にロータリーが始まって

84年間、今から26年前までは、ロータリークラブ

は、男性だけのクラブとして活動を続けてまいり

ました。そのためロータリークラブの定款や細則

などは全て男性を対象とした文面で作られていま

した。しかし、60年目を迎えた1970年ころからＲ

Ｉ規定審議会に、女性会員の入会に関する提案が

何度も提出されましたが、全て否決されてきてい

ました。規定審議会とは、世界各地区のロータ

リーの532地区の代表が３年に一度集まり、国際

ロータリーの定款、細則やロータリークラブのい

ろいろな決まり事の変更や提案などを審議する会

議です。  

 今から38年前の1977年、アメリカ・カルフォル

ニア州デユアルテロータリークラブが、ついに国

際ロータリーの定款に真っ向から違反して、女性

３名のクラブ入会を認めてしまいました。しか

し、当時女性の入会はＲＩ定款ではもちろん認め

ていませんでしたので、その結果、同クラブは

1978年３月ＲＩへの加盟が取り消されてしまいま

した。これに対して、同クラブはＲＩを相手に訴

訟を起こしました。しかし1980年カルフォルニア

州最高裁判所はＲＩを支持する判決、つまり女性

会員の入会を認めない判決を出しました。その後

同クラブは上告を続けピンポンゲームのように、

勝ち負けが続き、ついに同クラブは合衆国連邦最

高裁判所に控訴しました。そして1987年、連邦最

高裁判所は「ロータリークラブが、性別を理由に

女性を会員として拒否することはできない」と判

決を下し、訴訟が始まって10年後1989年、判決後

初めての規定審議会で「ロータリークラブの会員

は男性だけに限られる」とする定款を削除するこ

とになり、それから世界中のロータリークラブで

女性の入会が認められることになり、デユアルテ

ロータリークラブは国際ロータリーに復帰いたし

ました。 

 その後、ＲＩでは、定款・細則などの文書から

男女を区別する表現や文章をすべて変更いたしま

した。このことは、ロータリークラブの110年の

歴史の中で、最も大きな変革でした。私もその頃

といえば入会６年たっていましたので、男性だけ

のクラブ、男性しか入れないクラブ、男性社会と

して受け止めていましたので「えー！女性も入会

すると？」と驚き、かなりのショックを受け、違

和感、不安感を感じた覚えがあります。それまで

は、男だけの話や女性に話せない話題が飛び交っ

ていたクラブでしたが、会話など諸々のことを気

にしなければならない状況になるわけです。しか

しながら、時代の変遷、女性の社会進出という流

れには逆らうことはできません。しかし今では女

性会員がいるのはごく当たり前になり、あらゆ

る場面で女性会員の活躍が期待されるようにな

りました。 

 現在、「国際ロータリー細則第４条クラブの

会員身分 4,070. 会員身分の制約」の項目に

「いかなるクラブも、ＲＩ加盟年月日に関係な

く、定款その他の規定によって、性別、人種、

皮膚の色、信条、国籍、または性的指向に基づき

会員身分を制約すること、もしくはＲＩ定款又は

細則に明白に規定されていない会員身分の条件を
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課すことはできない」と書き加えられました。こ

こでこの文言についてもう少し具体的にお話しま

すと。性別は男女の区別なくということであり、

人種、皮膚の色はご存知のとおり、そして信条と

は宗教や思想の相違のこと、そして最後の性的指

向とは、ＬＧＢＴのことで、性的少数者を限定的

に指す言葉を指します。Ｌはレズビアン(女性同性

愛者)、Ｇはゲイ(男性同性愛者)Ｂは、バイセク

シュアル(両性愛者)、Ｔはトランスジェンダー(心

と体の性の不一致)の頭文字をとった総称がＬＧＢ

Ｔであり、それらのことで制約して入会を拒むこ

とはできない、としました。L・G・B・Tの性的少

数派の方々も最近では少しずつ市民権を得るよう

になったようです。たとえば、アップル社の社長

ティム・クック氏は、自分が同性愛者であること

を、ネット上で公開しました。そしてオーストラ

リアの金メダリスト、水泳のイアン・ソープ選手

も自分は同性愛者であると最近公表いたしまし

た。また2013年現在、同性結婚を認めた国は20か

国にのぼります。また、保険会社のライフネット

生命保険は、同性愛者のパートナーを死亡保険金

の受取人に指定できるようにすると発表しまし

た。もうここまで社会が進んでいます。まして

や、男女の差別で会員資格を論ずる時代ではない

と今では実感しております。ただうがった見方を

すると、ＲＩがここまで範囲を広げて定款にう

たったのは、もしかして、今後どんなことで訴え

られ裁判になるやも知れないので、それを見越し

てこれだけ広範囲の会員身分を保証したのでは、

と私個人は感じました。 

 それはさておき、現在世界のロータリークラブで

は、約20万人の女性会員が活躍しております。そ

の後日本でも女性会員が増え、クラブ会長やガバ

ナー就任の女性会員もおられます。しかし 女性

会員が一人もいないクラブも半数近くあります。

女性会員の割合も、世界平均の17.6％に対し、日

本は4.8％とはるかに及びません。そして人吉ロー

タリークラブでは、９年前の人吉ロータリークラ

ブ50周年、堤正博会長の年に、第１号の女性会員

石蔵美佐子会員が入会され、その後山本瑤子、牛

島スミ子、本田節、齊藤日早子、平田フク、春木

久江、新堀純子と８名の会員の入会があり、現在

４名の女性会員が在籍中です。ロータリークラブ

は職業、年齢など、多様性を重んじるクラブです

が、女性会員の入会、活躍により、クラブに更に

多様性を加え、より多くのアイディア、より多く

のニーズを吸収できる組織へと発展するためにも

女性会員の活躍が楽しみです。 

 そして２年前の規定審議会においても、また新

たな変革がありました。それは「国際ロータリー

定款第５条会員、第２節クラブの構成（６）子供

の世話または配偶者の仕事の手伝いのために仕事

を中断した人、または同じ理由のために仕事をし

たことがない人であること」の文言です。これは

いわゆる専業主婦を指していると思われますし、

専業主婦も入会条件を満たせば入会できるという

ことになりました。人吉クラブでも、今後女性会

員の入会をどんどん推し進めていただき、ます

ますクラブの活性化に貢献していただきたいと

思います。そして次年度初の女性会長の本田節

会員の活躍を大いに期待いたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】     委員 板井英朗 
・八日市南ＲＣ 下田政寿会員  
  大変久し振りにお世話になります。  
・延岡会長 下田政寿様、ようこそおいで下 
  さいました。片岡委員長自らのＲ情報卓話   
 ありがとうございました。有馬さんと水野 
 君がゲイかと思いびっくりしました。 

 でも２月の韓国訪問ではお二人同室だった 

 そうです。ムフフ          

・山口会員 結婚記念日のお祝いありがとう 

 ございます。お陰で54回になります。                   

・水野幹事 下田様ご来訪心より歓迎申し上 
 げます。ぜひまたお越し下さい。誕生のお 
 祝いを頂きました。ありがとうございまし 
 た。「若手、若手」と皆様おっしゃいます 
 が、もう53歳です。         
・馬場会員 結婚記念のお祝いを頂きまし 
 た。11/3当日忘れておりまして大変でし 
 た。もう少し早くお祝いを頂いていたら… 
 来年は忘れない様肝に銘じます。    
・堤脩会員 結婚記念日のお祝いありがとう 
 ございました。           
・浦田会員 結婚祝いありがとうございまし 
 た。                              
・本田会員 片岡パスト会長卓話に勇気と元 
 気をいただきました。がんばります！皆様 
 宜しくお願いします。また、結婚祝い、誕 
 生祝いありがとうございました。    
・板井会員 今月のニコニコ担当は山田会員 
 だったのですが、今週、来週お休みという 
 ことで今月は私が担当することになりまし 
 た。宜しくお願い致します。誕生祝いあり 
 がとうございました。              
 
【Ｒ財団委員会】 
・延岡会長 同上                    
 
【米山記念奨学委員会】 
・伊久美会員 米山奨学基金の特別寄付をい 
 たします。                        
・延岡会長 同上                   
 
 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 


