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    会長 有馬宏昭 
  

 会長の時間です。 

本日4月12日は「パンの日」です。

天保13年（1842年）4月12日、伊

豆、韮山の代官、江川太郎左衛門

が私邸でアヘン戦争後のイギリス

襲来に備え、兵糧として堅パンを

試作しました。このことを記念に

パンの日になりました。 

 ところで、皆さんは、朝食では「ご飯ですか」「パ

ン食ですか」 私の朝食は、ご飯に豆腐入りの味噌

汁、納豆、目玉焼き、海苔ですが、私以外の家族は、 

パンで大丈夫です。 

 以前、上京した際には、有楽町で下車し、交通会館

内の「むらからまちから館」でソフトクリームを食

べ、各県のアンテナショップを覘いたり「千葉スペ

シャル」で靴を磨いてもらっている話をしたかと思い

ます。そこから、東京駅に向かう途中のビルで、４、

50人くらいの列がありました。好奇心旺盛の私は、行

列に近づき調べましたら、食パンの販売を待つ列でし

た。次の上京の際にも、多くの人が並んでいました。

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「 」 

自宅に届いた、JTB発行の「ノジュール」という雑誌

に、高級食パンの記事が記載されており、2013年に

オープン、高級食パンの火付け役「セントル ザ 

ベーカリー」というお店であることが判りました。 

 同じ2013年には、セブンイレブンでも「金の食パ

ン」が発売され、世の中が少し高くてもおいしいパ

ンを買う風潮になったのではと思います。3月、姪っ

子の結婚式で上京した折、朝から夫婦で１時間並ん

で、買い求めました。3種類のパンを販売、一人3個

まで、種類は角食（かくしょく）パン、プルマン

（アメリカの鉄道会社の貨物車両の形から）パン、

イギリスパン（山型食パン）の3種類。 

 角食（かくしょく、北海道の方言）は蓋つきで焼

きますので、しっとりとして、バターも入れてある

のでしょうか、そのまま焼かずに食べたほうがおい

しいとのこと。お店で食べることも出来、さまざま

なトースターが用意され、3種類のパンを好みのトー

スターで焼いて食べ比べ出来ます。 

 ところで、トースターといえば、発明した人をご

存知でしょうか？ 

「トーマス・エジソン」です。 

いつも幼い頃から「なぜ、どうして」と質問するエ

ジソンは、学校になじめず、独学で発明していきま

す。 

 有名なのは、白熱灯、日本の京都の竹を使った

フィラメントで電球を発明したのは有名な話ですよ

ね。後に、エジソンは、GE（General Electric 

Company）のルーツである電気会社を設立します。 

両面焼きが出来るトースターを発明したエジソン、

そのトースターを売るためと、電気の需要を高める

ため、「1日３食」を世間に宣伝します。自分がこの

ようにいろいろ発明できるのは、1日3食食べている

からだという理由です。発明家と思っていたエジソ

ンは、実は偉大な実業家、企業家でもありました。 

同じく、日本でも江戸中期に活躍した平賀源内、エ

レキテルを修理模造したことで有名ですが、夏場に

は売れないウナギ屋さんから依頼され、「う」とつ

くものは精が出るということで「土用丑の日はウナ

ギを食べましょう」いう、キャッチフレーズを流行

らせ、現在に至っています。 

 未来を予想することはなかなか出来ません。  



 

 

【次年度】      会長エレクト 水野虎彦 

    次年度委員会構成 発表（配布） 

 

【親睦委員会】      副委員長 山田仁法 

 

 

基調講演・会長部会報告 

      会長エレクト 水野虎彦  

        歴年数：18年1ヶ月  

       職業分類：圧縮ガス業 
  
基調講演； 

ロータリー平和センター ホストエリアアドバイ

ザー山崎敬生氏 演題「世界に貢献するロータ

リー”ロータリー平和センター”」 

 平和は「人」から始まると考えるロータリーは、

平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平和

と開発の担い手となる人材を育て、平和推進者の世

界的ネットワークを築いています。創設から10年あ

まり、ロータリー平和センターは1,200人以上の人

材を輩出してきました。その多くは、国連や世界銀

行といった国際機関や草の根のNGOでリーダーシッ

プを発揮し、より平和な世界を築くために活躍して

います。 

世界６か国 ７つの平和センター 
デューク大学・ノースカロライナ大学チャペルヒル
校（米国、ノースカロライナ州）・ブラッドフォード
大学（英国、ブラッドフォード）・クイーンズランド

しかしながら、自分で発明すること、企画すること

で、未来を変えることが出来ます。 

 人生二度なしです。一つでも、世の中の為にな

る、何か便利になるものを工夫し、発明出来たらと

思います。 

会長の時間を終わります。 

 

  幹事 新堀純子 

 

①理事会承認事項（4/12持ち回り理事会） 

・伊久美寛志会員出席免除（4/12～6/30） 

②連絡事項 

・熊本北ＲＣより 40周年記念例会参加へのお礼状 

・観光列車サミットよりキッチンカー協力のお礼状 

・本日ロータリー家族清掃5/5のご案内をします。 

 参加はメークアップになります。 

・指宿ＲＣ5/27例会訪問について後日案内します。 

・職業奉仕委員会より報告です。（委員長欠席の為）  

 〇来週4/19の例会は職場訪問となり繊月酒造様を 

  訪問いたします。12時より食事をとっていただ 

  きますのでお早目の集合をお願いいたします。 

 〇5/10職業奉仕委員会担当「優良職員表彰」につ 

  いて、推薦書の提出は現在のところ3件程度で 

  す。締め切りは過ぎましたがまだ受付けており 

  ますのでお申し出下さい。 

 〇元人吉ＲＣ会員岸野様より、ゴルフチケットの 

  入場招待券について 希望の方はご連絡下さい。

③回覧 

 会報（指宿ＲＣ、玉名中央ＲＣ） 

 医療センター広報誌  

④掲示 例会取り止め 熊本北ＲＣ 

  

 
 
  委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

 

 

   

 

＊届け出欠席  青木・浅野・友永・漆野・石蔵・村山・竹長 

       大賀・平田・宮原・尾上・堀川・岩下・北 

       小林清・外山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井  伊久美 

＊メークアップ 

 3/23人ＩＭ（水俣）；岩下・漆野・中島・堀川・宮原・伊久美     

会   員   数   59名  

出 席 免 除  3名  

欠 席 者 数 16名  3 / 2 9 例 会 76.27％ 

出 席 者 数 40名 補 填 数 6名 

0名 修 正 出 席 率 85.0％ 

   山賀 勝彦 会員   1日  愛甲 康  会員   3日 

   堤 正博 会員    3日    大賀 睦朗 会員   7日 

 増田 隆二 会員  12日  水野 虎彦 会員  15日 

 山田 仁法 会員  18日  丸尾 孜  会員  20日 

 戸高 克彦 会員  21日  小林 清市 会員  22日 

 村田 武澄会 員  29日  

   渡辺 洋文 会員   2日    馬氷 愼哉 会員    2日 

   川越 公弘 会員   9日    堤 正博  会員   15日 

 武末 憲一 会員   26日    大賀 睦朗 会員 29日 

 

 

 

 

 
 

 

    国際ロータリー第2720地区 2019-2020年度 

         地区研修・協議会 報告 （部門別） 
     平成31年3月31日(日) ホルトホール大分  



大学（オーストラリア、ブリズベーン）・ウプサラ大
学（スウェーデン、ウプサラ）・チュラロンコーン大
学（タイ、バンコク）・国際基督教大学（日本、東
京）←桂子さま入学されたICU 

 

Q.平和フェローに支給される奨学金は？ 

  １人あたり年間８万㌦ 

Q.資金源は？ 

  世界各地のロータリアン・地区・支援者から 

  の寄付 

  地区のDDF（地区財団活動資金）からの寄贈など 

Q.

  平和への熱意と献身  

  学士号または相応の学歴 

  関連分野で３年以上の職歴 

Q.卒業したフェロー（学友）はどのような活動を 

 していますか？ 

  ４０％ ＮＧＯに就職 

  １５％ 各国の政府機関 

  その他  国連機関 

  平和研究者 

  学術部門 など 

Q.日本のロータリー平和センターホストエリアは？ 

  ＩＣＵ（国際基督教大学）は東京三鷹市なので 

  2750地区がホスト地区になり、近隣の5地区を 

  含めた6地区合同でホストエリア体制となり、 

  様々な支援をしている。 
 
会長部会； 

新しい戦略計画（2019年7月～） 

１．より大きなインパクトをもたらす 

２．参加者の基盤を広げる 

３．参加者の積極的なかかわりを促す 

４．適応力を高める 

 

『ホントかウソかクイズ』 

１．ロータリアンになるための最低年齢がある？ 

                 答え：ＮＯ 

２．ローターアクターはロータリークラブを設立で 

  きない            答え：ＮＯ 

３．ロータリークラブの例会は、正式な例会以外に 

  も、奉仕活動を例会とすることもできる？ 

                 答え：ＹＥＳ 

４．ガバナーは、年度の第一四半期に全クラブを訪 

  問しなければならない？    答え：ＮＯ 

  （ 7月～9月に限定して訪問する必要がない ）    

５．クラブは１つの職場の会員から構成することが 

  出来る？           答え：ＹＥＳ 

６．インターアクト・ローターアクト・青少年交 

  換・RYLA参加者の80％がロータリアンになる？ 

                 答え：ＮＯ 

７．適切なクラブを紹介されなかった入会候補者 

  は、自分に合った他のクラブを試す傾向にあ 

  る？             答え：ＹＥＳ 

８．ロータリークラブは、出席条件、出席の悪い会 

  員の終結に関する方針を緩和または廃止するた 

  めに、細則を改訂し、会員による参加を重視す 

  ることができる？       答え：ＹＥＳ 
                 定款第7条･9条 
  ありがとうございました 

 

管理運営部会報告 

    次年度 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長    

                         葉山稔洋  

          歴年数：20年1ヶ月  

           職業分類：葬祭業  
 
 堀川部門長が、管理運営部門は「会員満足度100％

のクラブ作り」を運営方針として、有意義な情報の

発信、収集、共有に努めて参りますといきなり壮大

で夢のような話から始まりました。 

まず、５年後の2720地区の姿案は会員数2720でしか

もロータリーの目的を理解している人100％を達成

し、多様性に満ちたクラブ運営を確立する。以上既

存会員の満足度100％が不可欠となる。 

またロータリープライドの再構築に注力する。 

更に、一番伝えたいこととして、こんな事を付け加

えられました。 

1.会員は、既存概念にとらわれず、若い会員に組織 

 の将来を託す度量を持つ事 

2.若い会員は、先輩方に遠慮せずロータリー活動を 

 リードする気概を持つ事 

以上2点はRLIセミナーを通じてクラブの枠を越え、

先輩、後輩と交流・親睦を図る。 

また、各部門は各クラブに卓話に出かけ、地域では

ロータリー以外の場所に積極的に出向く、まだ具体

的には進んではいないが出前管理運営セミナー、出

前RLIセミナー体験、出前規定審議会報告等クラブ或

いはグループ単位での卓話の提供を致します。 

最後に、会員満足度100％のクラブにする為に会員へ

のサービス(奉仕)の充実と会員によるサービス(奉

仕)の最大化を発揮できるよう支援して行く。 

 各委員の方々が手分けされレクチャーされました

が、時間が足りない感じで、理解に苦しむ事だらけ

の地区研修・協議会でした。 

 

会員増強部会報告 

    次年度 地区会員増強委員会 

        副委員長 本田 節  

           歴年数：14年9ヶ月  

         職業分類：郷土料理   
  
  今年度の地区スローガン「さあ、ロータリーの大

海へ漕ぎ出そう」です。そして、こう付けており

“私たちのクラブから将来の地区ガバナーを”… 

 マーク・ダニエル・マローニー会長は、ロータ

リーの成長（拡大）に会員拡大を強く打ち出す中

で、会員増強部門に関しましても各クラブ純増1名以

上（女性会員増）を目標にしております。様々な場

面で各クラブ皆さんと共に考え、知恵を絞りながら

実現のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。 

 毎回出ておりますが、「会員増強」はロータリー

の目的でしょうか？そうでは無く、クラブ運営の活

性化（会員基盤の向上）の為の手段であるべきだと

思います。 

 会員一人一人が会員増強を行おうとすれば、当然

ロータリーの歴史、目的を学び自らの良さを、楽し

さを多くの人に熱く語らなければなりません。熱く

語れる会員が増えれば、多様性と柔軟性のある個性

的なクラブが出来ることによって今までにない土壌

が生まれ、クラブは活性化し女性会員、若い会員、



ベテラン会員との一体感が有意義なロータリーライ

フと様々な奉仕活動への積極性に繋がっていき、同

時に魅力的なクラブへ変化する事が会員維持と新会

員を惹きつけていくことになると思います。 

「具体的方針」 

・定款細則変更に伴う各クラブへの理解（会員資格 

 の幅が広がった事を啓蒙する） 

・四半期ごとに地区全体の増強情報を各クラブに配 

 信していく。 

・会員増強月間を有効な手段として地区全体として 

 盛り上げていく。 

・女性中心としたディスカッション開催（会員増強 

 セミナー開催時） 
 
「具体策」 

・地区会員増強セミナー…6月15日(土) 

            中津市教育福祉センター 

・新進気鋭会員研修センター…11月23日(土) 

            熊本市流通情報会館 
 
大庭部門長のお話の中で、印象的だったのは 

■新会員の拡大については、日本的な職業奉仕の概 

 念などは今から入ってくる人にとっては難解な事 

 もある。理論を説くだけでは無く、感動的な奉仕 

 活動のストーリーを提示実践することが、寛容で 

 あると言われた。 

■会員相互の危機感がないのではないか。 

■ロータリー活動の価値を高めるためには、研修と 

 交流・親睦による自己改革が必要である。つまり 

 は、ロータリアンである誇りと愛着を持つこと。 

 そして、外向けに公共イメージ向上に力を入れる 

 事が大切と説かれました。 

 

社会奉仕部会報告 

      次年度 社会奉仕委員長  

             井手富浩  

           歴年数：15年1ヶ月  

         職業分類：配管工事 
  
  山角部門長（熊本西稜RC）による部門の活動方

針、計画等の説明がありましたが、次年度地区部門

の最大のテーマは、「ロータリー地域社会共同隊

（RCC）を研究し、設立、実践しよう」です。RCCに

ついては、後程 御説明させて頂きます。また、地区

委員として、新堀現幹事が出向されております。 

 さて、ロータリーの最初の社会奉仕プロジェクト

は、1907年にポール・ハリスがイリノイ州シカゴの

市役所に公衆便所を設置するキャンペーンを初めた

ことです。その後、1923年セント・ルイス大会にお

いて、決議23－34号が採択され、社会奉仕に関する

ロータリーの方針が決定されました。また、1992年

の規定審議会において、「ロータリーの社会奉仕と

は、ロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生

活、社会生活に奉仕の理念を適用することを奨励、

育成することである。」との声明が採択されまし

た。 

 私の勉強不足で知らなかったのですが、「手続要

覧」の一番最初の第一部「ロータリーの使命の遂

行」基本理念の中で4ページにわたって、決議23－34

号、そして、1992年の規定審議会採択声明が掲載さ

れており、ロータリーのこれまでの、現在の、そし

てこれからの全ての奉仕プロジェクトの根幹たる、

まさに基本理念が書かれております。皆様にとりま

しても、ロータリーの全ての事業の指針となるもの

です。是非ご覧ください。 

 次にロータリー地域社会共同隊（Rotary Commu-

nity Corps）について、RIの資料を元に概略の説明

を致します。 （パワーポイント） 

「自分たちの町を、自分たちの力でより良くした

い」と考えている人は意外と多いです。 

RCCでは、ロータリークラブ会員でない人たちが、

自分たちで計画したボランティア活動やクラブとの

協力を通じて、地元により良い変化をもたらしま

す。 

 現在、世界100ヶ国に10,000を超えるRCCがありま

すが、日本では、現在30余り、当地区は0です。 

地区では、日本のRCCの例をとりあげ、各クラブに

RCCの設立、実践の要望をされました。 

 社会奉仕委員会として、次年度計画の中に当クラ

ブとして、関与できるRCC設立等の検討をしてまい

りたいと思っております。これで報告を終わりま

す。ありがとうございました。 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・堤正博会員 先日から２度人吉新聞に載せていた 

 だきました。人吉新聞の石蔵社長に感謝します 

 来週我社を職場訪問で見学いただきます。 

 ぜひ車をおいてお見え下さい。       

・堤正博会員 本日結婚・誕生祝いをいただきまし 

 た。ありがとうございます。満77歳になります。 

                       

・川越会員 誕生祝ありがとうございました。 

                      

・武末会員 誕生祝いありがとうございました。 

                      

・水野会員 結婚お祝いありがとうございました。 

 頂かなければ記念日を失念するところでした。 

                      

・山賀会員 結婚祝を頂きありがとうございまし 

 た。                   

・丸尾会員 結婚祝ありがとうございます。 

・戸高会員 結婚祝を頂きありがとうございます。 

                      

・有村会員 旅館組合会議出席のため早退します。 

                      

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・和田会員 球磨工業が春の九州大会熊本大会で球 

 磨工業、有明高校を破り優勝しました。20日から 

 鹿児島で九州大会に出場します。      

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・村田会員 うっかり忘れていた結婚記念日を思い 

 出させていただきました。離婚されずにすみそう 

 です。                  

 

              点 鐘   有馬宏昭 会長   


