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 会長の時間です。 

まず、皆さんに質問です。何不

自由のない生活を送りたい。 

お金がふんだんにあって、生活

に困らない家庭に生まれればよ

かったのにと思ったことありま

せんか？ 私自身なったことがないので、わか

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

りませんが、恵まれた環境では、どうなるか？ 

２つの事例をお話させていただきます。 

２００１年８月末から9月初旬、当時全米で5本

の指に入るといわれていた資産家の家に招か

れ、食事をしたことがありました。 

元小学校を改装したトレーディングルームで自

分の資産を運用している、そんな会社のシカゴ

近郊の社長宅です。 

バカラのグラスでジュースを飲みながら、聞き

ました。 

「何か困っていることはないですか？」と 

すると、「息子のことが一番の心配だ」と言わ

れました。 

どうしてと聞きますと「自分は、アフガニスタ

ンからの移民で、何もないところから苦労して

今の地位を築いた。」 

「息子には、そんな苦労はさせたくないと、何

不自由なく育てた。そして今、息子が自立でき

るか心配なんだ」と言われました。 

 

次は、宮脇 昭 横浜国立大学名誉教授が書かれ

た記事や本を読んで感銘を受けた内容です。 

人でなく、植物の場合です。植物が一番生き生

きとしている環境は、実は最高の条件のところ

でなく、厳しい環境に一番近いところだという

ことです。 

すべての条件がそろった「最高条件」は実は、

危険な状態であり、環境変化に弱い。少し厳し

い、少し我慢を強要される状態が「最適条件」

だと学びました。 

高・中・低の様々な木、その土地に本来あった

木を植え、下草が生えるような森を作ると災害

に強く、かえって維持費用も掛からないとのこ

とでした。 

昔あった鎮守の森が典型です。 

杉ヒノキなど針葉樹に比べ、広葉樹は、成長に



     委員長 馬氷慎哉 

 

    

                愛甲 康会員 

 我が子４人の結婚ラッシュそして数年で次々

と５人の孫に恵まれました。本日お越しの人吉

RC奨学生の皆さん、ロータリーでは自分に何か

楽しいこと・嬉しいことがあった時に寄付をし

ます。人吉奨学基金はそのような寄付が元と

なっています。どうぞ楽しい高校生活を送って

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ財団・人吉ＲＣ奨学基金へご寄付がありま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

【委嘱状伝達 瀧 満ガバナーエレクト】 
 

   

 2019～2020年度 

 熊本第６グループ 

  ガバナー補佐 

     中川 貴夫会員 

 

は時間がかかるが、１００年以上たちますと価値

ある木材になります 

実際、人吉、八代間の高速道路を車で走り、両脇

の森を見ますと一目瞭然。スギ、ヒノキなどの根

が浅い針葉樹の造林は、台風や大雨で地滑りを起

こし下草も生えずに痛々しい山肌が見えます。で

すが、何も手入れしてない自然木の山は、雨水を

蓄え青々としています。 

先日、肥後銀行 笠原新頭取のお話を聞く機会が

ありました。 

座右の銘は、「艱難汝を玉にす」とのこと。 

人間は苦労を乗り越えていくことで玉が磨かれる

ように、人格が磨かれ、立派な人間になるという

意味です。 

二度とない人生です。 

目の前に出てくるいろいろな困難にも、逃げずに

１つ１つ最善を尽くしていくことで人のお役に立

ち、人間的にも成長すると思います。 

本日、学期前の多様な中参加いただきました奨学

生の皆さんの今後ますますのご活躍をお祈りし、

会長の時間とさせていただきます。 

 

 

 

     直前幹事  石蔵尚之 

 

①連絡事項 

・9月のロータリーレート 112円 

・人吉青少年育成市民会議の案内 

 →鳥井委員長と葉山委員長 

・9月8日荒尾ＲＣ40周年へのご出席の皆様  

 →バス利用の皆様は13時すみれホール出発 

 →個人で移動される皆様は、受付15時、式典 

  開始16時 

②回覧 

・2017～2018年度地区資金決算報告書 

・米山地区だより 

③掲示 

・熊本県青少年育成県民会議より賛助金にたい  

 してのお礼状 

・球磨川音楽祭に出演された下瀬様よりお礼状 

・人吉オープンゴルフ大会への参加の案内 

・青井阿蘇神社国宝記念館建設についての説明 

 会開催の案内 

・例会変更 （江南・八代東）       

  

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 15名  8 / 1 7 例 会 61.90％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 4名   

1名 修 正 出 席 率 67.19％ 

＊届け出欠席   大久保・中村・加登住・新堀・堀川・漆野 

        山口・尾上・本田・渕田・板崎・板井・大賀 

        丸尾・村山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 8/16クリーン人吉 ；馬氷・高山・堤脩 

        8/19キッチンカー；中川 

  マルチプルポール･ハリス･フェロー 



【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

 

           人吉ＲＣ奨学生卓話 

 

                  委員長 鳥井正徳 

 人吉ＲＣ奨学生４期生６名にお

出で頂きました。一人ずつ紹介し

た後、学校生活、将来の希望（進

学、職業）などを語っていただき

ます。宜しくお願いします。 
 

 

 

【米山記念奨学委員会】  

      委員長 浦田繁喜 

 第2720地区米山セミナー報告 

  熊本会場  

 2018.8.5(日）14時～16時30分 

     メルパルク熊本にて 

 

 

司会：地区米山記念奨学部門委員 片山勇 氏 

          （2720Japan O.K.REC） 

14時 点鐘 

国歌並びにﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱、開会挨拶、来賓紹

介 ＰＧ木下光一氏、ガバナーノミニー硯川昭

一氏の挨拶 

〇講演 米山親善大使のモンゴル・エンフボル

ド・ボロルトヤさんの「米山は私のインスピ

レーション」という名題で講演がありました。 

彼女は2010～12（山形大学）で学び、世話クラ

ブが米沢ＲＣ（第2800地区）モンゴル語・日本

語・英語が堪能、ハングル、ロシア語が読め

る。「出会いが大切」「多方面に幅広く活躍し

ている」 

〇地区米山学友委員長松下正壽氏(多良木RC）

「米山学友の重要性について」新しく組織替え

をした。全会員に周知・徹底を図りたい。 

学友会からの卓話派遣、行事参加によるロータ

リアンとの交流促進。 

〇社会国際奉仕部門長・学友委員 秋吉実氏

（杵築RC）の「米山記念奨学事業の意義」につ  

いて話があった。 

・米山梅吉翁の遺徳をたたえ、東京ＲＣから始

まり、留学生支援一筋半生記「平和に本を世界

へ」の合言葉で、昨年50周年式典が開催されま

した。 

今後、日本の生きる道は平和しかない。それを

アジアに、そして世界に理解してもらいために

は、一人でも多くの留学生を迎え入れ、彼らが

平和を求める日本人に出会い、信頼関係を築く

こと。それこそが日本ロータリーの最もふさわ

しい国際奉仕事業ではないか。 

・米山記念奨学事業の使命 

将来、日本を世界に結ぶ「懸け橋」となって国

際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者

となる人材を育成すること。“平和と国際理解

の推進” 

・米山は最大の民間奨学事業であり、2018年度

854人、累計で20,662人の奨学生が育っていっ

ております。 

〇米山記念資金推進委員長土谷荘司氏（宇城RC） 

「米山記念奨学事業のしくみ」について  

 寄付の種類と地区の状況 

1 資金推進委員会は、米山記念奨学部門に

あって唯一寄付を皆様にお願いする委員会で

す。 

2 クラブ普通寄付とは、各クラブで目標額を設

定させていただき、クラブ単位で寄付をして頂

きます。クラブによって前期・後期に分けた

り、一括で寄付したり様々です。 

3 特別寄付は金額に決まりはありません。個

人の特別寄付累計が10万円に達すると、米山功

労者として感謝状が財団から送られます。 

 

・寄付状況 個人平均寄付額  

  2017年3月末

9,396円  全国平均12,851円 

  2018年2月末 

      8,330円   〃  12,840円 

    人吉クラブ 35/11   12,370円 

・寄付目標 

クラブ普通寄付 

 現状の一人当たり 1,000円UP 

個人・クラブ特別寄付 

 毎月米山デーを決め、各クラブ例会でニコニ

コ・スマイルＢＯＸを設置）などを実施してい

ただく様にお願いする。 

地区目標 個人平均 13,000円 

4 米山奨学生地区の状況 

・2018年度の新規採用数は、指定校対象米山奨

学生が11名（熊本5名、大分6名）。2017年度2

年枠採用が7名（熊本4名、大分3名）総勢18名

の米山奨学生が在籍しています。国籍は中国7

名ベトナム5名、インドネシア2名、韓国1名、

インド1名、ドミニカ1名、ネパール1名です。 

・2018年度は世話クラブ未経験の１クラブ（大



分1）が、米山奨学生を受け入れていただきま

した。現在熊本6クラブ、大分7クラブが未経験

ですが、次年度以降も未経験クラブへ呼びかけ

て、一人でも多くのロータリアンと米山奨学生

が交流できる様に努力してまいります。 

・総評 ロータリー米山記念奨学会評議員 

    赤山武興氏 

・点鐘 赤山武興氏             

 

 

【雑誌委員会】   

  

    ロータリーの友８月号紹介 
 
             紹介者 山本知枝委員 

 ロータリーの友８月号の紹

介です。時間が２分というこ

とで（笑）急ぎます。 

 ８月号は会員増強月間特集

となっています。 

 まず横組のＰ3、ＲＩ会長バ

リー・ラシン氏のメッセージ

です。「会員一人一人が、入会候補者をロータ

リーに誘うだけでなく、クラブが何か価値のあ

るものを新会員に提供し、迎え入れられるよう

にして増強・維持に取り組まなければならな

い」とあります。 

 Ｐ16からは、「会員増強・維持のワケを女性

ロータリアンに聞く」特集が載っています。 

世界の女性会員の比率は20％、日本は6.6％。

日本の女性会員6名が語る会員増強についての

取り組み、女性会員の増強について語ってあり

ます。Ｐ21には2720地区宇土ＲＣ作守会員の意

見があります。写真の中央に当クラブ本田節会

員が載っています！！ 

以上、８月号の紹介でした。 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 岩井和彦      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・伊久美会員 奨学生の皆様と食事をすること 

 が出来ました。フレッシュな気分になりまし 

 た。                

・葉山会員 〇ロータリーの友横組P21に切っ 

 ても切れない相棒が、しかも中央に写ってい 

 るのでニコニコします。女房役より。〇奨学  

 生の皆さんようこそおいで頂きました。 

 〇ポールハリスフェロー2回目を頂くことが 

 出来ました。            

・堤脩会員 奨学生の皆様ようこそ！頑張って 

 下さい。              

・愛甲会員 先日の納涼家族会でのクイズ大会 

 で優勝しました。たこ焼き器を頂きました。            

                   

・山田会員 納涼家族会に孫3人が参加させて 

 もらいました。とても喜んでいました。楽し 

 い一夜でした。（先週欠席したので今日にな 

 りました）             

 

・片岡会員 ニコニコ委員長の顔を立ててニコ   

 ニコします。            

・鳥井会員 奨学生の皆さん、ようこそおいで 

 いただきました。皆さんの将来を楽しみにし 

 ています。がんばって下さい。    

・有馬会長 人吉ＲＣ奨学生の皆さん、本日は 

 将来の夢を発表いただきありがとうございま 

 した。頑張っておられる姿に感動しました。 

                   

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 奨学生の皆様、ようこそ例会へ！ 

                   

・堤脩会員 奨学生の皆様ようこそおいで頂き 

 ました。頑張って下さい。      

・延岡会員 奨学生の皆さん、有意義な高校生 

 活を送るとともに目標に向かって頑張ってく 

 ださい。              

 

 


