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      中川貴夫会長 
 

 いつになったら、梅雨は明けるのでしょう？

各地に甚大な被害を起こしております。 

被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。 

 先週の第一回例会は、新年度役員理事就任式

及び新旧役員歓送迎会をありがとうございまし

た。熊本市より名誉会員西川様までお越しいた

だき、人吉ローターアクトからは小野会長はじ

め13名のメンバー参加、齊藤親睦委員長さん、

葉山会員の名司会でスムーズに運び楽しい時間

でした。葉山会員の言葉ではありませんが、後

５人の男性会員が委員会に控えておりますので

うまく手綱を使い運営して戴ければ親睦委員会

も楽しい委員会となり、来年以降委員会希望者

が殺到するようになると思います。齊藤委員長

さんありがとうございました。 

 さて、残念なお知らせがあり、例会でご挨拶

戴きましたが、肥後銀行人吉支店の冨田和典さ

んが肥後銀行本部へご栄転になられました。短

い在籍でしたが私どもにも気さくに付き合って
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戴き人吉ロータリーになくてはならない存在で

した、熊本でなお一層頑張って戴きますように

お祈り致します。 

 前例会では、ＲＩレイ・クリンギンスミス会

長の紹介とメッセージをお伝え致しましたが、

今例会では第2720地区ガバナーのテーマと紹介

と方針をお伝えしましょう。 

 第2720地区・木下光一ガバナー・テーマは、

「原点を見つめて、未来を拓く」です。木下ガ

バナーは、大分城西ロータリークラブ在籍、

1949年１月23日生れの61歳です。最終学歴は、

京都大学・工学部・航空工学科卒業で現在、株

式会社・地域科学研究所の社長です。1992年１

月に大分城西ロータリークラブに入会、2007年

～2008年と、2008年10月～2009年に会長をされ

ています。2009年～2010年ガバナーエレクト。

2010～2011年ガバナー就任。マルチプル・ポー

ルハリスフェロー、米山功労者です。 

 次に、木下光一ガバナーのメッセージをお伝

えしましょう。 

 今、世界でロータリアンは120万人を超え、

ゆるやかにですが依然として増え続けていま

す。その中で我が国は大きくその数を減らして

います。それは何故なのでしょうか。私の考え

るところではロータリーの原点が見えにくくな

り、ロータリアンとしての誇りが薄くなったか

らではないかと思います。 

 ロータリーは職業奉仕という他に例を見ない

優れた考え方を持っています。ロータリアンは

皆それぞれの業界や専門職業の代表です。です

からお実様に常に最高の商品やサービスを提供

すべく最善の努力を重ねています。そのために

日夜同僚や部下を励まし教育に務めています。

また、家族や隣人、仲間と親しみ溢れた関係を

毎日を充实してすごします。 

 ロータリーは人がこのような人生を送れるよ

うに自分を高めてくれる道を指し示す一つの人

生哲学だと思います。併せてロータリーは観念



【連絡事項】 

(1)人吉商工会議所よりU-13「キジ馬カップ」 

 サッカー大会協賛のお願いが来ております。 

  大会日；平成22年7月31日～8月1日   

   場 所；梢山多目的グラウンド 

 新世代委員会岩井委員長にお渡し致します。 

(2)ＳＡＡ委員会でロータリー体操の音楽を新 

 しく、再録音して頂けるそうですので宜しく 

 お願い致します。 

(3)新入会員の件、漆野さんは本日ロータリー 

 情報委員長の片岡会員にオリエンテーション 

 をしていただきます。次週例会にて入会式予 

 定。聖川さんは体調不良のため、入会を延期 

 してほしいとの連絡がありました。 

(4)名簿作成に伴い、携帯番号とメールアドレ 

 スの調査を行いたいと思いますので、お配り 

 しております用紙に書き込んで、事務局に提 

 出お願いします。 

(5)人吉中央ＲＣより納涼ビール列車のご案内 

 が有りますので、後ほどご案内をして頂きま 

 す。  

【回覧】 

 週報；八代東ＲＣ 湯布院ＲＣ 指宿ＲＣ 

    玉名中央ＲＣ  

 人吉総合病院広報誌『翔』                  

【例会の変更及び取止め】 

八代東RC 7月29日→例会取止め 

熊本東南RC 7月21日→新年度家族会の為  

        18:30に変更 熊本ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 

指宿RC 7月20日→夜の例会18:30に変更 

               ｺｰﾗﾙﾋﾞｰﾁﾎﾃﾙ 

 
熊本第６分区ガバナー補佐ご挨拶 

           川尻成美ガバナー補佐 
 

 皆様、今年度熊本第６分区

のガバナー補佐を務めさせて

頂く事になりました川尻成美

です。ロータリー歴20年、職

業分類は型枠工事業です。木

下光一ガバナーの下、補佐役

として微力ではございますが、頑張って参りた

いと思っておりますので皆様のご支援を宜しく

お願い申し上げます。今年度は、来年３月の九

州新幹線全線開通により経済効果が期待される

なか、沿線ロータリークラブが中心になり、

『九州縦断320キロ駅伝』が企画されておりま

す。ロータリーのＰＲと全線開通を祝い、九州

ロータリアンがタスキをつなぎ、気勢をあげる

ことになりました。準備等、これから色々とお

世話になることになりますが、ご協力の程、宜

しくお願い申し上げます。 

 

 

だけの世界に存在しているものではなく、この

素晴らしい哲学は实践されなければなりませ

ん。私たち一人一人が奉仕の理想を实践出来る

ように各クラブの活動を通して修練を積むので

す。そしてロータリアンは個人で奉仕を实践す

る人へと成長して行きます。实践されるべき奉

仕は地域社会や発展途上国、若者の育成などの

分野にいくらでも見つける事が出来ます。ＲＩ

や地区からも重要な示唆が得られるでしょう。

また、先輩ロータリアンの貴重な経験もとても

役立ちます。 

 各クラブでレイ・クリンギンスミスＲＩ会長

が示されたテーマと強調事項に取り組んで戴き

たいと思っていますが地区としては過去数年間

途絶えていた青尐年奉仕の分野の事業を再開

し、ロータリーの素晴らしさを地区内の多くの

ロータリアンとともに实感して行きたいと考え

ます。 

 さあ、勇気を持って奉仕の实践に踏み出しま

しょう。そこで得られる経験が私たちを更に高

めてくれます。 

 こう考えて来ると、私はロータリーは人が幸

せな人生を生きる道を教えてくれているのだと

思っています。私はその素晴らしさをより多く

の人と分かち合いたいと思います。是非仲間を

増やし、その輪を広げましょう。私は元気なク

ラブ、地区を築きたいと強く願っています。 

と、のべられています。 

 私が目指す人吉ロータリークラブと今年度の

地区の方向性が一致しているようです。 

2010-2011年度テーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 最後に、７月５日月曜日の人吉新聞に人吉

ロータリークラブ役員紹介で掲載して戴きまし

て、石蔵会員ありがとうございました。 

 

 

    渡辺洋文幹事 
 
【7/9臨時理事会承認事項】 

○冨田会員退会に伴う前年度会計を、山賀前幹  

 事に代行しもらうと言うことで承認を戴きま 

 した。 

○国際ロータリー第2720地区木下ガバナーより 

『口蹄疫被害救済支援金のお願い』が来ており 

 ます。理事会で、会員一人1,000円の支援金 

 を負担して頂くことになりました。 

○人吉ロータリークラブ定款変更の件。 

 古いままなので、新しい定款に変更する。 

○韓国青尐年交流の参加青尐年の旅費の件。 

 参加一人につき10,000円の負担をして頂くこ 

 とになりました。 

 



人吉中央ＲＣより新旧年度のご挨拶  

  並びに 納涼ビール列車例会のご案内 

  山口浩一会長    武井章幹事 

  堀尾謙次朗直前会長 田中幸博直前幹事 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    水野虎彦委員長 

・芦北RC川尻成美ガバナー補佐 中川会長年  

 度スタートにあたり、貴クラブの繁栄を祈り 

 ます。一年間ガバナー補佐を致します。ご支 

 援賜りますようお願い致します。   3,000 

・人吉中央RC山口浩一会長 本年一年宜しくお 

  願い致します。           5,000 

・人吉中央RC武井章幹事 幹事を仰せつかりま 

 した親クラブの人吉RCの皆さんのご指導を受 

 け一年間務めたいと願っています。宜しくお 

 願い致します。           2,000 

・人吉中央RC 堀尾謙次朗直前会長 昨年度 

 は色々お世話になりました。お陰様で無事終 

 了する事が出来ました。大久保会長、山賀幹 

 事さん、御苦労様でございました。   2,000 

・人吉中央RC 田中幸博直前幹事 大久保直 

 前会長、山賀直前幹事、一年間大変お世話に 

 なり、ありがとうございました。中川会長、 

 渡辺幹事、今後共何卒宜しくお願い致します 

 貴クラブの益々のご発展をお祈り致します。 

                   2,000 

・中川会長 熊本第６分区ガバナー補佐 芦北 

 RC川尻成美様、人吉中央RC直前会長堀尾様、 

 直前幹事田中様、本年度会長山口浩一様、武 

 井章幹事様、ようこそいらっしゃいました。              

                   2,000 

・堤正博会員 ○川尻ガバナー補佐の本年のご 

 活躍を期待します。○人吉中央RC山口会長･ 

 武井幹事、本年一年間頑張って下さい。楽し 

 みにしています。○人吉中央RC堀尾前会長、 

 田中前幹事、一年間御苦労様でした。 3,000  

・尾方会員 大久保前会長、山賀前幹事、ごく 

 ろうさん。中川会長、渡辺幹事の船出をお祝 

 いします。堀尾会長ごくろうさん、山口会長 

 ガンバッテ下さい。         1,000 

・宮原副会長 川尻ガバナー補佐、山口会長、 

 武井幹事様、一年間御苦労様です。堀尾前会 

 長、田中前幹事様、おつかれ様でした。 

                   2,000                

・大久保直前会長 川尻ガバナー補佐、人吉中 

  央RC山口会長、武井幹事、堀尾直前会長、田 

 中直前幹事、ようこそいらっしゃいました。 

 今後共よろしくお願い致します。    2,000      

・武末会員 芦北RC川尻ガバナー補佐、一年間 

 頑張って下さい。人吉中央RC堀尾直前会長、 

 田中直前幹事、お疲れ様でした。山口新会長 

 武井新幹事さん、今年度頑張って下さい！ 

                    1,000 

・髙嶋会員 大久保前会長、山賀前幹事、一年 

 間お世話になりました。中川会長、渡辺幹事 

 ご就任おめでとうございます。        5,000       

・石蔵.牛島.本田.齋藤.平田会員 大久保前会 

 長、山賀前幹事、一年間ありがとうございま 

 した。中川、渡辺年度がスタートしました 

 ね。遅くなりましたが、女性会員一同、担当 

 委員会で頑張ります。一年間よろしくお願い 

 致します。             10,000     

・延岡会員 大久保前会長、山賀前幹事、お疲 

 れ様でした。中川会長、渡辺幹事、一年間宜 

 しくお願いします。              2,000        

・伊久美会員 中川、渡辺コンビに栄光あれ  

                     2,000 

・浦田会員 中川年度の門出を祝し、实りある   

  年度となる事を祈念して。          3,000 

・石蔵会員 新年度第一例会が7月2日というこ 

 とで、私の誕生日と重なり、女性会員からは 

 可愛いブーケをいただき、又、皆様からは 

 ハッピーバースデーを歌っていただき、思い 

 出深い誕生日となりました。ありがとうござ 

 いました！                 3,000            

 

・和田会員 中川会長、渡辺幹事、いよいよ始 

 りましたね、一年間お疲れですが、頑張って 

 ください。              2,000 

・堤脩会員 中川会長、渡辺幹事、御就任おめ 

 でとうございます。頑張ってください。2,000 

・渡辺幹事 川尻ガバナー補佐、山口会長、武 

 井幹事、一年間宜しくお願いします。堀尾直 

 前会長、田中直前幹事お疲れ様でした。    

                   2,000 

  ニコニコ･ごめんねカード7/9合計56,000 

 

 

 

 

 

 

     くま川鉄道で行く 

     納涼ビール列車例会のご案内 

    と  き；７月２１日(水) 

    集合時間；午後６時２０分 

    人吉駅18:35発～湯前～人吉着20:25 

    参 加 費；３,５００円 

    ※参加締切は7/20迄です。 

   メークアップ参加お待ちしております。 



  ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 齋藤日早子会員より、会社創立20周年を記念

して、Ｒ財団、米山記念奨学会へご寄付があり

ました。 

    齋藤日早子会員 

 弊社は今年で創立20

周年を迎える事となり

ました。平成3年4月鬼

木調剤薬局を開局し平

成 4年 7月宝来調剤薬

局、平成9年4月ひまわ

り薬局、平成10年11月たんぽぽ薬局、平成14年

10月翠薬局、平成19年12月(八代)ひまわり薬

局、また今年、平成22年6月(鹿児島)ひまわり薬

局、現在７店舗の薬局を開設するに至りまし

た。これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜

物と、心より感謝致しております。 

 まだまだ至らないことばかりで恐縮ですが、

満20歳という一つの節目を契機に致しまして、

尚一層努力してまいる所存でございます。どう

か今後共、ご支援ご厚情を賜わりますよう、心

よりお願い申し上げます。高い所からではござ

いますがご挨拶を申し上げます。   

 

 

 

【ロータリー情報委員会】  

   「規定審議会」の報告について          

              片岡啓一委員長 

 本日は、「規定審議会」の報告について、お

話いたします。６月の例会時に配られたガバ

ナー月信に、本年4月にシカゴで開かれた「規定

審議会」の詳しい報告がありましたが、きょう

はその事について情報をお伝えします。その前

に、新入会員もおられますので、「規定審議

会」について、尐し説明をします。「規定審議

会」とは、国際ロータリーの立法機関で、国で

いうと国会みたいなところです。つまり、国際

ロータリーの規則等を新たに制定したり、改正

したりします。たとえば、「週一回の例会を月

一回にしたらどうか」とか、「ローターアクト

の会員の年齢制限を30歳から35歳に上げたらど

うか」とか、「ロータリーの例会や会合を喫煙

禁止にしたら・・・」などいろいろの提案を世

界中のロータリークラブから提案され、その議

案を審議する会議を「規定審議会」といいま

す。「規定審議会」は３年に１度開催され、世

界各国の代表が審議します。代表議員は世界の

各地区から１名選出されます。今回は、我が

2720地区代表として、大分の西島パストガバ

ナーが選出され、「2010年国際ロータリー規定

審議会」に代表議員として出席されました。世

界各地区から集まった代表議員総数531名、本年

４月26日から30日までの５日間、朝８時半から

夕方６時半までびっしりのスケジュール、審議

事項は220件だったようです。これらの審議決定

事案は、全世界のロータリークラブに報告をさ

れます。今回も６月初旪に報告書が送られてき

ました。これらの制定案に対し、反対であれば

８月30日までにエバンストンのＲＩ世界本部に

書類でその旨提出しなければなりません。その

反対クラブが全体の５％以上あれば、その案は

一時保留にされます。５％以内であれば７月１

日の新年度から实施になります。そして新たに

制定されたことや、改正された規則等を反映し

て、３年に一度「手続要覧」が作り直されま

す。そのため、その内容は各クラブの定款、細

則も必然的に改定しなければなりません。本年

度も、中川年度の新しい「栞」が近々発行され

ますが、その中の「人吉ロータリークラブ定

款」と「細則」も内容が一部変わるところがで

てきますので、渡辺幹事と相談しながら作成し

ようと思っています。「栞」が出来上がりまし

たらその内容についての情報をお伝えしたいと

思っております。  

    

 

   平田フク委員長 

      

     点 鐘  中川貴夫会長 
   
    

 

 

 
  
 

 

 

 

 

本日の出席率 

会  員  数   68名   88.88% 

出席免除 5名 6/18例会出席率   77.94％ 

欠席者数 7名 補 填 数 15名 

出席者数 56名  修正出席率 100％ 

＊届け出欠席者  

  友永・赤池・立山・尾上・小林祐・有村・蓑田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，釜田，山口  

＊メークアップ  

次年度委員会開催；尾上･川越･延岡･板井･愛甲英･永尾 

   岩井･戸高･浅野･村山･宮山･中島･永江･本田･鳥越 

人吉中央RC例会；髙嶋 

多良木RC例会；高山 


