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ようです。
私たちは親睦というと、レクレーションや旅行、飲食会などを想
像しますが、もちろんそういうものも親睦の一部ではありますが、

■国家斉唱

ロータリーではもっと広義の親睦を指すようです。

■「四つのテスト」唱和
（職業奉仕担当委員 宮川義行 )

英語では親睦活動のことを Fellowship と言いますが、この
fellowship の意味には「同好の集まり」
「連帯感を持った仲間」
「連
帯感」のような意味もあります。
ですから、ロータリーという共通の分野で更に連帯感が得られる、

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )
米山奨学生 翁力棟 君

または同好の集まりができるものが親睦活動と呼ばれるようです。
小冊子：ロータリー親睦活動要覧があります。一節を引用しましょう。
「ロータリー親睦活動は、共通の職業や関心を持つロータリアン

■米山奨学金の授与

とその配偶者、そしてローターアクターから成る国際的なグルー
プで、各グループによって独自に運営されています。その会員は、

米山奨学生 翁力棟 君へ

■今月の誕生祝い

ロータリー親睦活動を通じて楽しみを分かち合い、国境を超えた
親睦を深め、いっそう充実したロータリーの経験を味わうことが
できます。
」
ロータリー親睦活動とは、ロータリーの中のクラブ活動的な意味
合いがありそうです。

◎会員
松本 繁 君

６月１６日

更に読んでいくと「ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関

吉田嘉昭 君

６月 ９日

心をもつロータリアンが集まったことをきっかけに 1928 年に始

中島祐爾 君

６月３０日

まりました。その後、1947 年には、ボートに関心のあるロータ

堤 勝也 君

６月 ４日

リアンのグループが、自分たちの船にロータリーの旗を掲げ、自

横山佳之 君

６月２８日

らをロータリアンの国際ヨット親睦グループと名乗りました。

井村宣敏 君

６月１０日
現在、最も長く活動を行なっているのが、このヨット親睦グルー

◎配偶者

プです。親睦活動の種類は、を経るごとに増えてきましたが、そ

横山和子 様

６月２１日

の目的は今日も変わっていません。それは、親睦の下にロータリ

白石智子 様

６月２３日

アンの繋がりを築き、趣味や職業に関連した活動を楽しむ機会を

吉田奈穂子 様 ６月２５日

提供することです。
」
つまり、世界中のロータリアンが共通した趣味や関心事について
グループを作って交流を深めようという趣旨のようです。
新入会員のﾒﾝﾊﾞ - はまだ、ご存じない無い会員がおられると思い
ますが、新年度は 7/1 からです。今年度の 7/19 は夏の家族会が

■会長の時間（会長 白木誠一 )

あり、ビンゴゲームなどのアトラクションがあり、 12/20 はク
リスマス家族会があり、ベリ - ダンス、オークション等がありま
した。

6 月はロータリー親睦活動月間です。

8/26 は特急かわせみでＳＬ人吉にご乗車し、くま焼酎・青井阿

親睦活動とは一体何でしょうか。

蘇神社の観光をし、10/1 は釣りの予定でしたが参加者が少なかっ

RI が規定する親睦活動と私たちが考える親睦活動とは少し違う

たために中止でした。
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■出席報告

他のｸﾗﾌﾞでも音楽活動など色々な親睦の種類があるようです。
皆さんと一緒にこれから楽しい親睦活動とともに奉仕活動を考

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

え、実行して行きましょう。

月日

■幹事報告（幹事 古田哲朗）

１）
髙山泰四郎 ガバナーエレクト、上野公則 地区管理運営部門長よ
り、国際ロータリー第 2720 地区「卓話ＢＡＮＫ」再度登録のお
願い。
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２）
熊本中央ＲＣより、創立３０周年記念式典のお礼。

05 月 23 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

06 月 06 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

欠席者（9 名）

３）
熊本市環境共生課より、市電緑のじゅうたんサポーター便りの送

05 月 23 日

付とアンケート調査協力のお願い。
開催日

行事名

場所

会場

小松野正彦

益田敬二郎

山坂哲生

内田敏視

山本浩之

川崎直樹

山本修三

渡邉一弘

堤

勝也

出席者

今度の 100% 出席の日は

福井学、

06 月 27 日です。

古田哲朗、
松本繁、
前田日出夫。
熊本南 RC 創立 60
6 月 6 月 16 日
（土） 周年記念式典・祝

宮川義行、
熊本市

ホテル日航熊本

賀会

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）

小畑成司、

◎草村安宏 10,000 円
翁君、第一希望合格おめでとうございます。益々のご活躍を祈念
申し上げます。

佐野茂、
白木誠一、
内田信行、
山田公也

7 月 21 日
（土）

米山記念奨学会
夏季研修会

阿蘇市

7 月 7 月 14 日
（土） 管理運営セミナー

大分市

7 月 14 日
（土） 職業奉仕セミナー

大分市

■委員会報告
（会報・雑誌担当委員 村瀬直 )
「ロータリーの友 ６月号」紹介
・p.38 志賀会員
・p.40 和歌山東南ＲＣ
・p.10 熊本・熊本江南ＲＣ合同
・p.46 熊本西ＲＣ
・p.28 地区大会

■委員会報告
（親睦・スマイル担当委員 横山佳之 )
新会員歓迎会について

阿蘇 YMCA

ホルトホール
大分
ホルトホール
大分

米山奨学生、
カウンセラー

案内中

◎志賀重人 5,000 円
若手の新入会員が３人も居られて、東南ＲＣの平均年齢もだんだ
ん若返ってきましたね。大歓迎です。
杉本整哉さんのお但さんには若い時から公私ともにお世話になり
ました。私と同業ですが、熊本城など大きな工事をする大林組の
名義人として活躍されています。

新着

◎吉田嘉昭 5,000 円
川﨑様、杉本様、渡邉様、入会おめでとうございます。本日の歓
迎会、所用で出席できません。お詫びのスマイルです。一緒にＲ
Ｃライフをエンジョイしましょう。
◎宮川義行 5,000 円
６月２日、別府で地区ローターアクト研修会が行われ、松本一也
会員と一緒に出席してきました。１年間のアクト活動の報告と
３０才を迎えた会員の卒業式が行われ、平山さな枝君が司会を行
いました。次々年度の留学生交流会を東南ローターアクトが引き
受けたので、クラブとしても協力をお願いする事になると思いま
す。ロータリアンは月１度はアクト例会に出席する事と定款にあ
るそうです。今後もアクト活動にご支援をお願いします。
◎彌冨照皇 5,000 円
翁君、エイザイ内定おめでとうございます。東京のローターアク
トに入ってくださいね。ご活躍を楽しみにしています。

６月６日１８：３０〜「瑞恵」

−２−

◎横山佳之 3,000 円
本日の歓迎会、お世話になります。
◎中島祐爾

ロータリー親睦活動グループ
同じ関心や趣味、職業をもつ世界中の仲間と楽しく交流できる方
法、それが「ロータリー親睦活動グループ」
。世界中に会員がい
るロータリーならではの国際交流のチャンスです。

2,000 円

誕生祝いありがとうございました。

親睦活動グループに参加するには？
ロータリアン、ロータリアンの家族、ロータリープログラムの参
加者や学友ならどなたでも参加できます。関心のあるグループを

■卓話
（地区職業奉仕委員 宮川義之 )

見つけたら、ロータリー親睦活動名簿を参考に、グループに直接
連絡を取ってみましょう。連絡先は下記リンクをご覧ください。

◎今後の予定について

親睦活動グループをつくるには？

・７月１４日（土）大分ホルトホール
髙山年度クラブ職業奉仕委員長研修
義務出席者 ･･･ 古田会員

自分と同じ趣味や関心をもっているロータリーファミリーが世界
のどこかにいるはず。まずメンバー探しから始めましょう。
・フォーラムのディスカッショングループに参加するか、新しい

・９月２９日（土）
職業奉仕セミナー（熊本）

ディスカッショングループをつくる。フォーラムはほかのメン
バーとつながることのできる優れた方法です。

パレア第１会議室
若手を中心とする希望者、体験発表（２名）募集、
１０〜１５分程度

・ロータリーのフェイスブック（英語／日本語）
、ツイッター（英
語／日本語）
、リンクトインでグループ立ち上げのアイデアを
紹介し、同じ趣味や関心をもつ人を募る。

・１２月２日（日）
職業奉仕講演会
レンブラントホテル １３時〜１６時
公演「ロータリーの樹」渡辺好政 元国際ＲＣ理事

・ロータリー国際大会やそのほかのロータリーのイベントに出席
する。

◎中堅の会員１０名に自己紹介を兼ねて
「自分の職業で相手先や仲間のために気をつけてきたこと」を
発言してもらった。（中島祐爾会員、山田公也会員、
小松野正彦会員、古田哲朗会員、永野昭一会員、
前田日出夫会員、白石繁会員、福井学会員、小畑成司会員、
内田信行会員）

・ほかの国の地区リーダーに連絡し、メンバーの募集に協力して
もらう。
親睦活動グループの条件を満たしていることを確認したら、申請
書を提出してください。

親睦活動グループの一覧

◎最後にまとめ（佐野茂会員））

関心のあるグループのウェブサイトを訪れるか、グループに直接
E メールでご連絡ください。
4WD 車、アマチュア無線、アンティーク自動車、作家と著者、
ビール、バードウォッチング、ボーリング、カヌー、
キャラバン式旅行、チェス、コンピューター、料理、
企業の社会的責任（CSR）
、大会参加者、クリケット、

■点鐘

編集者

村瀬直久

--------------------------------------------------------------------------------------------新会員歓迎会の模様

渡邉一弘新会員

６月６日１８：３０〜「瑞恵」

杉本整哉新会員

川崎直樹新会員

クルージング、カーリング、サイクリング、人形愛好家、
チェッカー、医療関係者、E クラブ、教育者、環境、
エスペラント語、倫理、欧州哲学、釣り、飛行、系図学者、
囲碁、ゴルフ、ハイキング、住まい交換、名誉領事、乗馬、
インターネット、イタリア文化、ジャズ、ラテン文化、弁護士、
手品、マグナグラエシア、マラソン、退役軍人、バイク、音楽、
希少古本、パストガバナー、写真、警察、キルト・織物手芸、
鉄道、キャンピングカー、ロータリー史、ロータリーの伝統、
ビジネス、ロータリーのピン、ロータリーの切手、
ボート（ローイング）
、ロシア文化、スカウト、
スキューバダイビング、
シューティングスポーツ、シングルス、スキー、
ソーシャルネットワーク、サーフィン、卓球、テニス、品質管理、
旅行・ホストとしてのおもてなし、健康とフィットネス、ウィス
キー、ワイン、水球、ヨット、ヨガ

−３−

共通の関心事を通じて奉仕を
行っ ている親睦活動グルー
プも多くあります。例えば、
カヌ ーの親睦活動グループ
は、河川の清掃プロジェクト
を実施してきました。コン
ピューターの親睦活動グルー
プは、各会員の地元でロータ
リアンや一般の人々を対象にパソコン研修を行ってきました。ま
た、スキューバダイビングのグループは、ダイビング目的の旅行
先でロータリーの奉仕活動に参加しています。現在ロータリーで
は、70 を超えるロータリー親睦活動グループが認定されていま
す。趣味と社会奉仕を組み合わせているよい例が、サイクリング
親睦活動グループです。このグループは、サイクリングを通じて、
国際理解と平和を推進しています。
ビール愛好家の親睦活動グ
ループは、年会費収入の 25％
を水と衛生のロータリアン行
動グループに寄付しています。
また、2017 年 RI 国際大会中、
水と衛生プロジェクトを支援
するため、WASRAG と呼ばれ
る（水と衛生のロータリアン
活動グループ）に 2,500 ドルを寄付しました。
ワイン愛好家の親睦活動グループのメンバーは、ワインに関する
あらゆる知識を学び、アイデアを交換しながら活動を楽しんでい
ます。このグループは、会員向けにニュースレターを発行してい
るほか、参加型のウェブサイト（www.rotarywine.net）も開設し
ており、最新情報、特集記事、ワイン関連行事や旅行に関する情
報などを紹介しています。年次会合は毎年の RI 国際大会で行わ
れ、大会中最も人気のあるイベントの一つとなっています。

ロータリー親睦活動での活動
は通常、インターネット、E
メール、手紙などで行われま
すが、会員が定期的に顔を合
わせる機会も設けています。
例えば、スポーツの親睦活動
では、地域別や全世界での試
合やトーナメントを開催して
います。旅行や見学旅行に関する親睦活動では、会員が皆関心を
持っている目的地へのグループ旅行を実施し、また、職業関連の
親睦活動では、コンファレンス、学会、研修セミナーなどで会合
を開いています。
このような活動を行うことで、親睦活動やロータリーへの会員の
関心を維持するとともに、新会員を引き付けることができます。

ロータリー親睦活動グループ
に入会すると、どのようなメ
リットがあるのでしょうか。

・クラブや地区を超えてロータリーでの経験を豊かにできる。
・さまざまな文化圏や地域のロータリアン、ローターアクター、プ
ログラム参加者との親睦を深められる。
・世界中の共通の関心をもった人たちをつなぎ、末永く続く親睦と
より良い世界理解を促すことができる。
・同じ職業に就いている海外の人と知り合うことで、職業的な見識
が広がる。
・新たな方法で奉仕を行う機会を見つける。

このほかにも、
スキー親睦活動
アンティーク自動車親睦活動
ヨット親睦活動
などのグループもあります。
ロータリーの成長と推進という観点から考えれば、親睦活動グルー
プを周知することは私たちの責務でもあります。

また、
写真
キルトや織物手芸
（先ほどご紹介した）スキュー
バダインビング
自家用機パイロット
などの親睦活動もあります。

・親睦活動グループが主催するイベントや活動について、 クラブ
や地区のウェブサイトで情報発信する
・地元の親睦活動メンバーを例会や地区大会に招き、その活動につ
いて話してもらう
・職業界または趣味の世界で知られているロータリアンに、既存の
親睦活動グループへの参加、または新しい親睦活動グループの
設立に協力してもらう

−４−

