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  ＲＩ創立記念例会 

 

点 鐘          本田 節 会長 

 

歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田ＳＡＡ委員長 

 

 

 

 

 

司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
 
 
 

 
 

    会長 本田 節  
 
 今週末は第14回のひとよし

春風マラソンが開催されま

す。“家族と走る、家族が応

援する”というテーマで市民

総出のおもてなしで開催され

ます。第１回からゴール会場

「ふるさとの歴史広場」にお
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、寄付の申し出   

Ｐ２～３  創立60周年記念行事実行委員会 

      1/27会合 ６委員会発表 

Ｐ３～４  RI創立記念卓話 浅野R情報委員長 

        

          

いてつぼん汁とお赤飯、ぜんざいがふるまわれ

ており毎年好評を得ています。第１回からこの

おもてなしに関わらせいただいており、今年も

６千人ランナーの皆さんも喜ばれるのではない

かと思います。是非、沿道でも手を振って益々

春風マラソンを盛り上げていきましょう。 

 ところで本日はRI創立記念例会であります。

２月23日はポール・ハリスが1905年112年前にシ

カゴで３人の友人達と会合した日を創立記念日

とし、創立記念日に近い例会で記念卓話をお願

いする事になっております。本日はR情報委員

長の浅野強会員にお願いをいたしておりますの

で、宜しくお願いします。 

 ２年前の創立記念卓話に浦田繁喜パスト会長

が“ロータリーにおける女性会員の歩み”とい

うテーマでお話しいただいた事を思い出しまし

た。創立以来、84年間は女性がクラブに入会で

きなかったという歴史があり、今現在でも女性

会員を認めないクラブもあると聞いておりま

す。まさに、人権尊重という観点からすると私

には理解できません。しかし、1989年の規定審

議会でRIの定款文書から「男性」という言葉を

削除する制定案が採択されております。この事

によって世界中の女性がロータリークラブで入

会が認められるようになったというお話を思い

出しました。 

 私もそういうお話を聞いて大変心強く思い当

クラブの女性会員を歓迎する温かい応援に60代

の会長をお受けするに当たって大きな後押しに

もなりました。ロータリー創立記念日は長い歴

史の重みとロータリアンである自覚を新たにす

るとても良い記念日だと思います。 

 来週はいよいよ台北稻江ロータリークラブが

30周年を迎えられますので当クラブより30人を

超える会員、奥様方にご参加いただく事になっ

ております。色々段取りをしていただきました

有村隆徳会員や北昌二郎会員には大変お世話に

なります。 

 顧みますと稻江ロータリーと当クラブは1990

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「それでこそロータリー」 
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年に友好の火が灯り、交流が始まりました。当

時の高嶋康二会長のもと友好クラブ協約書調印

式がなされました。その後、2002年に第１次姉

妹クラブ調印式を行い、その５年後、当クラブ

の50周年式典において訪日いただき第２次姉妹

クラブ調印式を執り行いました。そして、25周

年式典において第３次姉妹クラブ調印式、そし

て本年当クラブ60周年記念式典に訪日いただき

第４次姉妹クラブを締結することになっており

ます。今回の30周年記念式典においても、両ク

ラブ間で互いの親睦と交流をより深め、奉仕活

動を高めて参りたいと思っております。初めて

の事でいたらない会長ですのでどうぞ皆様方の

サポートの程宜しくお願い申し上げ、会長の時

間を終わります。 

 

 

  

        幹事 葉山稔洋 
 
【連絡事項】 

・ガバナー月信を配布致します。 

・指宿ＲＣから週報が届きましたので回覧致し 

 ます。     

・台北稻江ＲＣ30周年式典に20日から会長以下 

 31名で参加致します。すみれホール東側駐車 

 場に６時集合出発宜しくお願い致します。 

・地区大会登録の取消・変更のある方は19日 

 (日)までにＦＡＸで連絡下さい。  

・３月24日ロータリー財団創立100周年記念チャ 

 リティーゴルフ大会参加要請がありました。 

 希望の方は連絡下さい。 

・ハイライト米山203号を回覧致します。 

 

 

    副委員長 川越公弘 

 

 

 

 

 

   ≪寄付の申し出≫ 
 
 有馬宏昭会員より初孫誕生を記念して、Ｒ

財団、米山記念奨学会、人吉ロータリークラ

ブ奨学基金へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【60周年記念行事実行委員会】   

    

 

人吉ＲＣ60周年記念行事 実行委員会 

    １月27日会合発表 

 

会場委員会 和田栄司委員長 

① 友愛広場の設置について 

  小ホールの横スペース 

  飲食や配置等の確認  

  夫人の会 

②看板の手配  

③駐車場、交通案内について 

 式典会場 カルチャーパレス駐車場 

  祝宴会場については、あゆの里・会員事業 

 所の駐車場をお願いする予定  

  

式典委員会 鳥井正徳委員長 

○青少年の吹奏楽の演奏 

（講演に替えて ※式典前） 

 会  場；人吉ＣＰ大ホール 

 時  間；13:30～15:00 

 出演者；人高吹奏楽部、人一中吹奏楽部、 

     人二中吹奏楽部 

 演奏時間；人高30分・一中15分・二中15分 

 賛助出演；歌手 天音みひろさん 

 ﾘﾊｰｻﾙ；20日午前中（弁当準備） 

 司会・進行；演奏は人高放送部員、全体の 

              ナレーションは延岡会員 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ操作；村田会員（製作を含む）  

 ※具体的事項については三校で協議 

 ※保護者の多数の来場が予想される 

○式典 

 ・会場；小ホール 

 ・時間；15:30～17:00 

 ・進行；式典プログラム(案）の通り 

○予算についてはこれから 

 出演三校吹奏楽部へのお礼を寄付の形で 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  71.67％ 

欠 席 者 数 17名  2 / 3 出 席 率 83.33％ 

出 席 者 数 43名 補 填 数 1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 85.0％ 

＊届け出欠席  内藤・岩井・宮﨑・大野・中村・永尾・岩下 

        渡辺・堀川・武末・尾上・戸髙・村山・田上 

        竹長・漆野・外山         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；地区補助金セミナー；有馬 



 3 

祝宴委員会  浅野 強委員長 

①時間；17時30分受付開始、 

    18時開宴～20時 

②祝宴会場；あゆの里参加人数で 

 １会場(350名まで）又は２会場 

 (350名以上）と考えています。 

③アトラクション；実行委員会と打合せて進め 

 ていきます。 

○予算は来場人数によると思います。今後役割 

 分担し詰めていきます。 

 

記念事業委員会 伊久美寛志委員長 

 記念事業について会員皆様へア

ンケートを依頼。20通の返事を頂

きました。その中から、新市庁舎

に記念すべきものを提供するとい

う提案を持って松岡市長とお話し

て参りました。時計塔を提案しましたが、市が

欲しいもの希望するものがあれば検討しますと

お伝えしました。ということで記念式典では目

録をお渡しすることになると思っております。 

 

記念誌・記録委員会 堤脩委員長 

①案内状、感謝状、プログラム、 

 名札など式典前の印刷等は総務 

 委員会及び関連委員会との打ち 

 合わせにより順次印刷にまわす 

 予定です。現在案内状印刷中です。 

②記念誌は 10、20、30, 40、50周年記念誌ま 

 では同じ形式で作られています。年度を重ね 

 るごとにページ数が増加し、それにより予算 

 も増加して 50周年記念誌は総ページ数が356 

 頁で表紙も加えると364頁にもなります。   

 記念誌50周年を区切りとし60周年度から形式 

 をかえ、縮小を検討し考慮中です。年譜及び 

 行事記録などは51年度から60年度までの記碌 

 を記載予定です。皆さんからのご意見をお待 

 ちしております。 

③60周年記念誌は本田年度中に作成を考えてい 

 ます。 

 

総務委員会 有馬宏昭副委員長 

 限られた予算で調整をしながら 

 実行していきます。現在２つ実 

 行中です。 

①60周年記念品バッグの作成 

 HITOYOSHI㈱竹長会員にお願いし、色デザイ 

 ン等を調整中。見本が出来ましたらお見せし 

 ます。 

②会員名簿の作成 担当井手委員より 

 中川会長年度以来の作成です。台北稻江RC、 

 韓国慶山RCへもお渡しする予定で150部作成 

 の予定。全会員へ５年前の原稿をお渡しして 

 変更追加の確認を依頼、新たな会員には原稿  

 と写真の提出をお願いしています。  

  

 

【Ｒ情報委員会】    委員長 浅野 強 

 

   

  ロータリー創立記念卓話 

 

 

１．ロータリーの誕生とその成長 
１９０５年（明治３８年）２月２３日 

アメリカ・シカゴ 

・発案者の弁護士ポール・ハリス、友人の石炭

商シルベスター・シール、鉱山技師スターバ

ス・ローア、洋服商ハイラム・ショーレーの４

人で初会合を開いたのが始まり。 

・今年１１２年周年 

・初めの数か月はブースタークラブと呼んでい

た。その後、他の友人が加わってシカゴロータ

リークラブとして誕生。 

※ブースターとは向上させるとの意 

※ロータリーとは集会を順番に会員の事務所で 

 持ち回りで行う意 

・シカゴロータリー初代会長はシルベスター・ 

 シール、３代目がポール・ハリス 

 

1908年 ２番目のクラブがサンフランシスコの 

    誕生 

1910年 １６のクラブが出来、国外のカナダ、 

    イギリスへと広がり国際連合ができた  

    初代会長ポール・ハリス氏就任 

1922年 ＲＩ(国際ロータリークラブ)と呼ばれ 

    るようになった。 

2007年 200ケ国以上、32,747クラブ、122万人 

    以上 

2016年7月1日 現在 

    200ケ国以上、35,399クラブ、 

    1,207,913人（ロータリーの友より） 

 正確な国数の記載がなかった 

 クラブ数2,500増、会員12,000人減少 

＊詳細は毎号ロータリの友の横書き６ページに 

 記載 

 

・何故ロータリーを作ったか 

1905年当時のアメリカは経済恐慌で人心はすさ

み、犯罪が多く荒れていたことを憂い、良い社

会をつくるためには、人の和を図り、世の中に

奉仕する気持ちを多くの人が持つ様になること

が必要であるとの思いで、友人である３人と語

らい、この理想を多くの人々に広げるために

作った。 

 

・ロータリーとは 

人道的奉仕を行い、あらゆる職業において高度
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の道徳的基準を守ることを奨励し、かつ世界に

おける親善と平和の確立に寄与する。 

ことを目指した実業人及び専門職業人が瀬か快

適に結び合った団体。 

 

２．日本のロータリーの歩み 
・1920年（大正10年）10月に三井銀行重役米山梅 

 吉氏が、国際ロータリーから委任され、東京 

 に設立したのが始まり、世界で855番目のクラ 

 ブとして誕生。 

 今年９７周年 

・1922年に大阪、次に神戸、名古屋、京都、横 

 浜に、また当時日本の統治下にあった朝鮮、 

 台湾、満州国にも設立された。 

・1940年（昭和15年）48クラブ、2000人以上の会 

 員。太平洋戦争直前の昭和15年に国際団体 

 の圧力がロータリーにもおよび、日本のロー 

 タリーは国際ロータリーから一時脱退するこ 

 とになった。 

・1949年（昭和24年）３月に、東京、大阪をはじ 

 め７クラブが国際ロータリーへの復帰を認め 

 られた。 

・日本人のＲＩ会長 

1968年～69年 東ケ崎潔会長 東京ＲＣ 

1982年～83年 向笠廣次会長 大分県中津ＲＣ 

2012年～13年 田中作次会長 埼玉県八潮ＲＣ 

 

・2016年10月末現在 2,265クラブ、89,491人 

 10年前 2,300クラブを超え10万名に達しよう 

     としていた 

 ３５クラブ以上減、約１万人減 

 

３．人吉ロータリーの歩み 
・１９５７年（昭和３２年）５月２５日創立 

・６月６日国際ロータリー加盟 
    （承認番号は1951年6月末で廃止） 

  熊本県では２番目、地区では６番目、 

  九州では２５番目 

・スポンサークラブ 熊本ロータリークラブ 

・設立メンバー２１名 

（名前は会員の栞11ページ記載） 

 平均年齢52.05歳 

・創立総会 なべや本館にて１９名出席のもと 

 開催された 

・初代会長 神戸政郎 

・人吉ロータリークラブがスポンサーとなって 

 結成されたクラブ 

  1968年 多良木ロータリークラブ 

  1989年 人吉中央ロータリークラブ 

・姉妹クラブ締結 

 1976年 大韓民国 慶山ロータリークラブ 

 1990年 中華民国 稲江ロータリークラブ 

・友好クラブ 

1988年 指宿ロータリークラブ 

1990年 大平桂士郎ガバナー輩出 

    （浦田パスト会長年度） 

・創立記念事業 

１０周年 人吉駅前広場に時計塔建設 

     会員の栞発刊 

２０周年 村山公園にロータリーの森石碑建設  

３０周年 村山公園にモニュメント建設  

４０周年  村山公園に時計塔建設 

５０周年 人吉城歴史館庭園に人吉百名城記念 

     石碑建設 

６０周年          

  

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       点 鐘  本田 節 会長 

   

 


