
【ニコニコ箱委員会】   北 昌二郎委員 

・人吉中央RC 冨田正彦会員 観光カレンダー 

 宜しくお願いします。        2,000 

・  〃   堀尾健次朗会員 観光カレン 

 ダー宜しくお願いします。      2,000 

・水俣RC 市川洋一郎会長 水俣クラブ会長の 

 市川です。ごあいさつにお伺いするのが大変 

 遅くなり申し訳ありません。どうぞ宜しくお 

 願い致します。           1,000 

・ 〃  郷 晶二幹事 水俣ロータリークラブ 

 より御挨拶に伺いました。私の体調不良で御 

 挨拶が大変遅くなりまして申し訳ありません 

 でした。今後とも宜しくお願い申し上げま 

 す。                1,000 

・川越会員 9月19日に開催します高木惣吉記念 

 館開設コンサート後援いただきありがとうご 

 ざいました。女房共々、御礼と御案内に伺い 

 ました。宜しくお願い致します。   3,000 

・山本瑤子会員 皆様にお久し振りにお会いし 

 て本当に本当に嬉しいひと時でございまし 

 た。皆様の懐かしいお顔を拝見し、又、以前 

 の元気が出て参りました。宜しくお願いいた 

 します。              2,000 

・宮原会員 青尐年交流事業では、会長、国際 

 奉仕委員長、そして同行された会員の皆様お 

 疲れ様でした。           1,000 

・高嶋会員 第10次日韓青尐年交流一行の皆様 

 お疲れ様でした。          2,000 

・ 〃   誕生祝を頂き有難うございまし 

 た。今月で75歳になり、後期高齢者の仲間入 

 りを致します。           2,000 

・伊久美会員 山本瑤子先生の御出席おめでと 

 うございました。慶山RC訪問では私のことで 

 御迷惑をかけました。        2,000 

・赤池会員 山本瑤子さんお元気できれいで 

 す。お嬢さんとの対面の様です。   2,000 

・大久保直前会長 山本会員御元気で御出席大 

 変うれしく思います。今後ともよろしくお願 

 いします。慶山RCとの青尐年交流(第10次)大 

 変お世話になりました。       2,000 

・中川会長 水俣RC市川会長・郷幹事様、よう 

 こそいらっしゃいました。50周年おめでとう 

 ございます。ぜひ参加させて戴きます。富田 

 会員ようこそいらっしゃいました。川越会員 

 おめでとうございます。       2,000 

・小林清市会員 水俣RC市川会長、郷幹事さん 

 ようこそいらっしゃいました。この一年間の 

 御活躍を祈っております。市川会長は私の高 

 校・大学の優秀な後輩です。     2,000 

・有馬会員 山本瑤子さま、お元気になられ嬉 

 しく思います。また、慶山ロータリークラブ 

 との青尐年交流では長女が参加させていただ 

 きお世話になりました。お陰様でロータリー 

 の良き理解者が１人増えました。ありがとう 

 ございました。           5,000 

・山田会員 山本様、お久し振りです。お元気 

 になられましたこと嬉しいです。   1,000 

・原田会員 先週の例会にて長女に貴重な時間 

 を頂きまして有難うございました。何を言っ 

 たのか覚えておりませんが、改めまして一中 

 ソフト部物品販売御協力ありがとうございま 

 した。               2,000 

・ 〃 先週の例会、オープニング早々ロータ 

 リーソングを間違えました。大変申し訳あり 

 ませんでした。以後気を付けます。  1,000 

・漆野会員 先週の家族納涼会、初めて参加さ 

 せていただきました。妻も子供たちも大変喜 

 んでおりました。準備を担当していただきま 

 した会員の方々有難うございました。ラムネ 

 早飲大会でも２位になり、ジャンパーをいた 

 だきました。有難うございました。  1,000 

・葉山会員 ①第10次慶山RC青尐年交流ホーム 

 ステイに2人も参加させて頂き、有難うござい 

 ました。また、同行者の皆様には大変お世話 

 になりました。②一中ソフト部の物販には大 

 変お世話になりました。(原田会員の子供の為 

 に)私の名前が使われていたので御礼申し上 

 げ、ニコニコします。        2,000 

・浦田会員 8月度ゴルフ優勝      3,000 

・堤正博会員 8月のゴルフコンペで２位・65歳 

 以上べスグロ・ニアピンを頂きました。久し 

 ぶりの入賞でした。85は出来すぎです。2,000                 

・馬場会員 納涼家族会でラムネ早飲み大会に 

 参加させられました。年甲斐もなくマジにな 

 り４位になりました。賞品にジャンパーを戴 

 いたのですが、すぐに武末先生が、ニコニコ 

 カードをニコニコしながら私に手渡されまし 

 た。本当に有難うございました。   1,000               

・和田会員 早退します。       1,000 

・堤 脩会員 検診のため早退します。 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/3合計46,000 

 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
   

月/日(曜日) 日 程 

8月21日(土) 

慶山市役所 前 集合 

スパバレー 

鹿東書院 探訪 

雲門寺 觀覽 

慶山市役所 前 到着 (ホ―ムステイ ) 

食事(引率者, 慶山RC任員) 

8月22日(日) 

慶山市役所 前 集合 

釜山 へ 出発 

帰国 

 ９月新世代のための月間 
 

点 鐘          中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  田上和弘委員         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介           中川貴夫会長 
 

     人吉温泉観光協会  富田正彦 様   

     水俣ＲＣ        市川洋一郎会長 

               郷   晶二 幹事 

         人吉ＲＣ会員夫人  川越郁子 様 

 

 

        中川貴夫会長   
 
 ９月になりましたが、近年の異常気象で今

年の秋は、どの様な秋となるのでしょう。台

風６号、７号と発生致しましたが日本を外れ

てくれました。災害が起こらないように願う

ところです。又、政治、日本の暮らしはどう

なるのでしょう。菅さんでも小沢さんでも五

十歩百歩、景気浮揚、国民の事を一番に考え

て欲しいものです。 

 先週の納涼パーティは、150名を超える参

加を戴き奥様、子供さん、お孫さん、ロー

ターアクト、青尐年交換ホームスティファミ

リーの方々の参加ありがとうございました。 

担当をして戴きました齊藤親睦委員長さんは

じめ委員の皆さん、ローターアクトの皆さ

ん、その他ご協力戴きました皆さんありがと

うございました。ローターアクトにおいて

は、ブレイクダンスを、ＲＡＣ会長以下踊っ

て戴き大変盛り上がりました。これからの、

ローターアクトの活動が楽しみになるととも

に期待が膨らんでまいりました。 

通  算  2 6 2 6回 

2 0 1 0 年 9 月 3 日 

第  9  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂 委員 

 さて、８月２８日（土）は、前例会でお話

いたしました様に、大分にて地区管理運営セ

ミナーが開催され参加して来ました。 

 「活力あるクラブづくりを目指して」との

題で、基調講演と、各グループに分けてワー

クショップが行われました。 又、「ＣＬＰ

についてどう考えるか」との討論もありまし

たが、人吉ロータリークラブの現況を説明

し、クラブによりメリット、ディメリットが

あり、結論は、「各クラブにマッチする様に

行っていく。」となりました。 

 木下光一ガバナーは、小グループに分け常

に討議を持たれる会議をされます。そして、

ロータリーの大看板である、職業奉仕につい

ても、「職業奉仕を隠れ蓑にしてロータリー

をないがしろにしていませんか？」「会社に

おいても赤字のまま自分の会社を放って置く

ことはしないでしょ？」「皆さんは、各企業

のトップですが、そこにリーダーシップを発

揮されると思います。」など熱く語られま

す。それぞれの、メンバーの意識の持ち方が

問題であると考えます。 

 さて、９月は新世代月間です。人吉ロータ 

リークラブの栞の定款にも記載されておりま

す今まで四大奉仕から新世代奉仕を加え、五

大奉仕となりました。皆さん、読んで戴いて

いると思いますが、「新世代奉仕は、指導力

養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際

奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文

化の理解を深め育む交換プログラムを通じ

て、青尐年ならびに若者によって、好ましい

変化がもたらされる事を認識するものであ

る。」と書いてあります。これは、新世代を

重視する表れだと思います。また、ロータリ

アンは、年齢３０歳までの若い人すべてを含

む新世代の多様なニーズを認識しつつ、より



良き未来を確実なものとするために新世代の

生活力を高める事によって、新世代に将来へ

の準備をさせる事です。すべてのクラブと地

区は、新世代の基本的ニーズを支援するプロ

ジェクトに着手する様に奨励されています。

基本的ニーズとは、健康、人間の価値、教

育、自己開発であります。 

 私たちロータリアンには、青尐年に奉仕

し、彼らの教育と発育に寄与する機会があり

ます。これは私たちの責任でもあります。青

尐年は、まさに私たちの未来そのものであ

り、かけがいのない存在です。私たちが身を

粉にしてプログラムを運営し、彼らが社会の

一員となるのを手助けすれば、ゆくゆく責任

感のある未来のリーダーが育っていくことに

なるでしょう。そして私たちの努力は、青尐

年のやる気と行動、笑顔によって、たちまち

報われる事でしょう。青尐年との活動におい

て忘れてはならないのは、彼らを守り、安全

な環境を作る事です。 

 2010-2011年度ＲＩテーマは、 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

    渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

(1)国際ロータリー第2720地区山崎パストガ 

  バナーより会員増強の表彰状がジョン・ 

   ケニーRI会長より届いています。 

(2)熊本県広告景観向上推進協議会より平成 

   22年度総会の結果が送付されて来ており 

   ます。社会奉仕委員会葉山委員長にお渡 

   しいたします。 

(3)人吉新聞社より県民体育祭の広告のお願 

   いが届いておりますので、広報委員会の 

   中島委員長にお渡し致します。 

【例会変更】 

 多良木RC 9/9→例会場を湯楽里に変更 

【本日の回覧】 

・人吉ｽﾀｰﾚｰﾝよりボウリングパックの案内 

・西村、寿崎、森田パストガバナーより会報 

 送付の御礼のハガキが届いております。 

・広報誌ロータリー 

・会員増強の表彰状 

【本日の配布】 
  人吉ロータリークラブ会報2625回 

  球磨・人吉観光カレンダー注文書 

 

【来訪者より御挨拶】 

        水俣ＲＣ 市川洋一郎会長  

 水俣ロータリークラブ会長の市川といいま

す。本日は郷幹事と御挨拶に参りました。 

 年度の最初に伺わなければならなかったの

ですが諸事情でこのように御挨拶が遅れまし

たことを心よりお詫び申し上げます。 

 中川会長様はじめ会員の皆様方、一年間ど

うぞ宜しくお願い致します。水俣ロータリー

クラブは熊本ロータリークラブをスポンサー

に昭和35年8月17日生まれ、今年度で50周年

を迎えます。現在11月20日(土)に記念式典を

行うことを計画中でありますが、詳細が決ま

りましたら改めて御案内を致します。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。        

 

 「高木惣吉記念館開設記念コンサート」 

        後援御礼 

               川越郁子様   

 人吉市名誉市民である高木惣吉を顕彰し、

共に今ある私達の命の原点は何かを考える一

助としたい。そして高木惣吉記念館開設が多

くの人々に「本当の平和とは何か」を訴える

発信地として貢献しなければと願っていま

す。人吉ロータリークラブより事業のご後援

をいただき有難う御座いました。 

 
 
 球磨・人吉観光カレンダーご購入のお願い  

      人吉温泉観光協会 富田正彦様 

 恒例となりました観光カレンダーの作成 

を今年は人吉温泉観光協会が担当することに

なりました。ご購入頂きますよう御協力のほ

ど宜しくお願い申し上げます。一部600円。

50部以上まとめて注文の場合は一部550円で

社名・店名の名入れ無料です。締切は10月８

日までです。但し、名入れ希望の方は10月1

日までにお願いします。 

 

【親睦委員会】      塚本哲也委員 
 
 
 
 
 

９月のゴルフは、９月１２日(日)、9：30ス

タート、場所はチサンカントリーＣＣです。

多くの参加お待ちしております。 

 

 

９月の結婚記念日  ９月の結婚記念日  ９月の結婚記念日   

10日  尾上暢浩会員 

               ９月９月９月   のお誕生日 のお誕生日 のお誕生日  

７日 大久保勝人会員 ９日  丸尾 孜会員 

16日  安逹玄一会員 18日  高嶋康二会員 

24日  井手富浩会員 29日  中川貴夫会員 

  ８月のゴルフ表彰 ８月19日 球磨＜＜ 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  人吉ＲＡＣ第１例会の案内です。 

 本日午後７時30分から、ひまわり亭にて 

通常例会となっております。ロータリアンの  

多くの参加をお願いします。 

 

  岩井和彦副委員長 

【国際奉仕委員会】      

  第１０次慶山ＲＣ青尐年交流 報告 

             浅野 強委員長 

 第10次慶山RC青尐年交流ホームステイの報

告をさせて頂きます。参加学生は中学3年生

から大学1年生までの男子2名女子8名の計10

名。引率は中川会長夫妻、宮原副会長、渡辺

幹事、伊久美パスト会長、有村パスト会長、

和田パスト会長、大久保直前会長、齋藤会

員、の10名。４名のパスト会長に参加頂き助

かりました。また、学生10名中8名が女子で

したので、中川夫人、齊藤日早子会員の女性

の引率は心強かったです。引率の皆様、本当

にありがとうございました。旅行会社は日旅

サービスへお願いしました。準備段階から説

明会、そして韓国の旅行会社との連携もよく

出来ており、現地ガイドやバスの運転手につ

いても安心してお任せすることが出来まし

た。事前説明会で準備が整っておりましたの

で、入国出国とも問題なくスムーズにいきま

した。釜山空港に着くと金会長と朴国際奉仕

委員長が来られており、歓迎の横断幕で迎え

て頂きました ～ＤＶＤを見ながら～説明 
8月27日出席率 

会   員  数   70名   83.33% 

出 席 免 除 4名 8/13例会取り止め   

欠 席 者 数 16名 
  

出 席 者 数 50名 

＊届け出欠席者  

有馬・愛甲英・有村・葉山・堀・岩井・小林清・蓑田 

村山・大賀・尾方・大久保・高山・立山・外山・山田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，山口  

月/日(曜日) 日 程 

8月19日(木) 

福岡空港 出發 

金海空港到着 

食事 

ホテルインターブルゴ到着 

歡迎會 (嶺南大 ゲスト・ハウス) 

(ホ―ムステイ) 

8月20日(金) 

慶山市役所 前 集合 

跆拳道 体験 

食事(ブルゴギ) 

陶磁器 づくり 体験 

みそ づくり 体験 

食事 

慶山市役所 前 到着 (ホ―ムステイ ) 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 浦田繁喜 ８７ ２３ ６４ 

準優勝 堤 正博 ８５ １８ ６７ 

３位 中川貴夫 ８０ ８.８ ７１.２ 

４位 伊久美寛志 100 ２５ ７５ 

5位 鳥越博治 107 ３２ ７５ 

７位 村山能史 ９０ １５ ７５ 

１０位 鳥井正徳 ９４ １５ ７９ 

；； 小林祐介 敢闘 中島博之 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  肥後５ 浦田繁喜 日向３ 岩本泰典 

 日向７ 堤 正博 

ﾄﾞﾗｺﾝ    

 ６７歳以上 
 日向８  尾方芳樹 

 肥後７ 大久保勝人 

  ６６歳以下 
 日向８ 永江 浩 

 肥後７ 石原弘章 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上  堤 正博 41・44・８5 

  ６６歳以下  中川貴夫 39・41・80 

本日の出席率 

会   員  数   70名   86.34% 

出 席 免 除 4名 8 / 2 0例会出席率   69.69％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 20名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

  齊藤・尾方・愛甲英・丸尾・戸高・水野・堀・外山 

  尾上・蓑田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本(出席），山口  

＊メークアップ  

芦北RC；山賀 

環境保全委員会家庭集会；延岡・板井・永尾・大賀 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ家庭集会；浅野・井手 

国際奉仕家庭集会；浅野・宮山・中島       

親睦委員会家庭集会；齊藤・葉山・塚本・板井 

米山奨学・Ｒ財団合同家庭集会；片岡・高嶋・伊久美 

               尾方・安逹・和田 



良き未来を確実なものとするために新世代の

生活力を高める事によって、新世代に将来へ

の準備をさせる事です。すべてのクラブと地

区は、新世代の基本的ニーズを支援するプロ

ジェクトに着手する様に奨励されています。

基本的ニーズとは、健康、人間の価値、教

育、自己開発であります。 

 私たちロータリアンには、青尐年に奉仕

し、彼らの教育と発育に寄与する機会があり

ます。これは私たちの責任でもあります。青

尐年は、まさに私たちの未来そのものであ

り、かけがいのない存在です。私たちが身を

粉にしてプログラムを運営し、彼らが社会の

一員となるのを手助けすれば、ゆくゆく責任

感のある未来のリーダーが育っていくことに

なるでしょう。そして私たちの努力は、青尐

年のやる気と行動、笑顔によって、たちまち

報われる事でしょう。青尐年との活動におい

て忘れてはならないのは、彼らを守り、安全

な環境を作る事です。 

 2010-2011年度ＲＩテーマは、 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

    渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

(1)国際ロータリー第2720地区山崎パストガ 

  バナーより会員増強の表彰状がジョン・ 

   ケニーRI会長より届いています。 

(2)熊本県広告景観向上推進協議会より平成 

   22年度総会の結果が送付されて来ており 

   ます。社会奉仕委員会葉山委員長にお渡 

   しいたします。 

(3)人吉新聞社より県民体育祭の広告のお願 

   いが届いておりますので、広報委員会の 

   中島委員長にお渡し致します。 

【例会変更】 

 多良木RC 9/9→例会場を湯楽里に変更 

【本日の回覧】 

・人吉ｽﾀｰﾚｰﾝよりボウリングパックの案内 

・西村、寿崎、森田パストガバナーより会報 

 送付の御礼のハガキが届いております。 

・広報誌ロータリー 

・会員増強の表彰状 

【本日の配布】 
  人吉ロータリークラブ会報2625回 

  球磨・人吉観光カレンダー注文書 

 

【来訪者より御挨拶】 

        水俣ＲＣ 市川洋一郎会長  

 水俣ロータリークラブ会長の市川といいま

す。本日は郷幹事と御挨拶に参りました。 

 年度の最初に伺わなければならなかったの

ですが諸事情でこのように御挨拶が遅れまし

たことを心よりお詫び申し上げます。 

 中川会長様はじめ会員の皆様方、一年間ど

うぞ宜しくお願い致します。水俣ロータリー

クラブは熊本ロータリークラブをスポンサー

に昭和35年8月17日生まれ、今年度で50周年

を迎えます。現在11月20日(土)に記念式典を

行うことを計画中でありますが、詳細が決ま

りましたら改めて御案内を致します。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。        

 

 「高木惣吉記念館開設記念コンサート」 

        後援御礼 

               川越郁子様   

 人吉市名誉市民である高木惣吉を顕彰し、

共に今ある私達の命の原点は何かを考える一

助としたい。そして高木惣吉記念館開設が多

くの人々に「本当の平和とは何か」を訴える

発信地として貢献しなければと願っていま

す。人吉ロータリークラブより事業のご後援

をいただき有難う御座いました。 

 
 
 球磨・人吉観光カレンダーご購入のお願い  

      人吉温泉観光協会 富田正彦様 

 恒例となりました観光カレンダーの作成 

を今年は人吉温泉観光協会が担当することに

なりました。ご購入頂きますよう御協力のほ

ど宜しくお願い申し上げます。一部600円。

50部以上まとめて注文の場合は一部550円で

社名・店名の名入れ無料です。締切は10月８

日までです。但し、名入れ希望の方は10月1

日までにお願いします。 

 

【親睦委員会】      塚本哲也委員 
 
 
 
 
 

９月のゴルフは、９月１２日(日)、9：30ス

タート、場所はチサンカントリーＣＣです。

多くの参加お待ちしております。 

 

 

９月の結婚記念日  ９月の結婚記念日  ９月の結婚記念日   

10日  尾上暢浩会員 

               ９月９月９月   のお誕生日 のお誕生日 のお誕生日  

７日 大久保勝人会員 ９日  丸尾 孜会員 

16日  安逹玄一会員 18日  高嶋康二会員 

24日  井手富浩会員 29日  中川貴夫会員 

  ８月のゴルフ表彰 ８月19日 球磨＜＜ 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  人吉ＲＡＣ第１例会の案内です。 

 本日午後７時30分から、ひまわり亭にて 

通常例会となっております。ロータリアンの  

多くの参加をお願いします。 

 

  岩井和彦副委員長 

【国際奉仕委員会】      

  第１０次慶山ＲＣ青尐年交流 報告 

             浅野 強委員長 

 第10次慶山RC青尐年交流ホームステイの報

告をさせて頂きます。参加学生は中学3年生

から大学1年生までの男子2名女子8名の計10

名。引率は中川会長夫妻、宮原副会長、渡辺

幹事、伊久美パスト会長、有村パスト会長、

和田パスト会長、大久保直前会長、齋藤会

員、の10名。４名のパスト会長に参加頂き助

かりました。また、学生10名中8名が女子で

したので、中川夫人、齊藤日早子会員の女性

の引率は心強かったです。引率の皆様、本当

にありがとうございました。旅行会社は日旅

サービスへお願いしました。準備段階から説

明会、そして韓国の旅行会社との連携もよく

出来ており、現地ガイドやバスの運転手につ

いても安心してお任せすることが出来まし

た。事前説明会で準備が整っておりましたの

で、入国出国とも問題なくスムーズにいきま

した。釜山空港に着くと金会長と朴国際奉仕

委員長が来られており、歓迎の横断幕で迎え

て頂きました ～ＤＶＤを見ながら～説明 
8月27日出席率 

会   員  数   70名   83.33% 

出 席 免 除 4名 8/13例会取り止め   

欠 席 者 数 16名 
  

出 席 者 数 50名 

＊届け出欠席者  

有馬・愛甲英・有村・葉山・堀・岩井・小林清・蓑田 

村山・大賀・尾方・大久保・高山・立山・外山・山田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，山口  

月/日(曜日) 日 程 

8月19日(木) 

福岡空港 出發 

金海空港到着 

食事 

ホテルインターブルゴ到着 

歡迎會 (嶺南大 ゲスト・ハウス) 

(ホ―ムステイ) 

8月20日(金) 

慶山市役所 前 集合 

跆拳道 体験 

食事(ブルゴギ) 

陶磁器 づくり 体験 

みそ づくり 体験 

食事 

慶山市役所 前 到着 (ホ―ムステイ ) 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 浦田繁喜 ８７ ２３ ６４ 

準優勝 堤 正博 ８５ １８ ６７ 

３位 中川貴夫 ８０ ８.８ ７１.２ 

４位 伊久美寛志 100 ２５ ７５ 

5位 鳥越博治 107 ３２ ７５ 

７位 村山能史 ９０ １５ ７５ 

１０位 鳥井正徳 ９４ １５ ７９ 

；； 小林祐介 敢闘 中島博之 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  肥後５ 浦田繁喜 日向３ 岩本泰典 

 日向７ 堤 正博 

ﾄﾞﾗｺﾝ    

 ６７歳以上 
 日向８  尾方芳樹 

 肥後７ 大久保勝人 

  ６６歳以下 
 日向８ 永江 浩 

 肥後７ 石原弘章 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上  堤 正博 41・44・８5 

  ６６歳以下  中川貴夫 39・41・80 

本日の出席率 

会   員  数   70名   86.34% 

出 席 免 除 4名 8 / 2 0例会出席率   69.69％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 20名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

  齊藤・尾方・愛甲英・丸尾・戸高・水野・堀・外山 

  尾上・蓑田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本(出席），山口  

＊メークアップ  

芦北RC；山賀 

環境保全委員会家庭集会；延岡・板井・永尾・大賀 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ家庭集会；浅野・井手 

国際奉仕家庭集会；浅野・宮山・中島       

親睦委員会家庭集会；齊藤・葉山・塚本・板井 

米山奨学・Ｒ財団合同家庭集会；片岡・高嶋・伊久美 

               尾方・安逹・和田 



【ニコニコ箱委員会】   北 昌二郎委員 

・人吉中央RC 冨田正彦会員 観光カレンダー 

 宜しくお願いします。        2,000 

・  〃   堀尾健次朗会員 観光カレン 

 ダー宜しくお願いします。      2,000 

・水俣RC 市川洋一郎会長 水俣クラブ会長の 

 市川です。ごあいさつにお伺いするのが大変 

 遅くなり申し訳ありません。どうぞ宜しくお 

 願い致します。           1,000 

・ 〃  郷 晶二幹事 水俣ロータリークラブ 

 より御挨拶に伺いました。私の体調不良で御 

 挨拶が大変遅くなりまして申し訳ありません 

 でした。今後とも宜しくお願い申し上げま 

 す。                1,000 

・川越会員 9月19日に開催します高木惣吉記念 

 館開設コンサート後援いただきありがとうご 

 ざいました。女房共々、御礼と御案内に伺い 

 ました。宜しくお願い致します。   3,000 

・山本瑤子会員 皆様にお久し振りにお会いし 

 て本当に本当に嬉しいひと時でございまし 

 た。皆様の懐かしいお顔を拝見し、又、以前 

 の元気が出て参りました。宜しくお願いいた 

 します。              2,000 

・宮原会員 青尐年交流事業では、会長、国際 

 奉仕委員長、そして同行された会員の皆様お 

 疲れ様でした。           1,000 

・高嶋会員 第10次日韓青尐年交流一行の皆様 

 お疲れ様でした。          2,000 

・ 〃   誕生祝を頂き有難うございまし 

 た。今月で75歳になり、後期高齢者の仲間入 

 りを致します。           2,000 

・伊久美会員 山本瑤子先生の御出席おめでと 

 うございました。慶山RC訪問では私のことで 

 御迷惑をかけました。        2,000 

・赤池会員 山本瑤子さんお元気できれいで 

 す。お嬢さんとの対面の様です。   2,000 

・大久保直前会長 山本会員御元気で御出席大 

 変うれしく思います。今後ともよろしくお願 

 いします。慶山RCとの青尐年交流(第10次)大 

 変お世話になりました。       2,000 

・中川会長 水俣RC市川会長・郷幹事様、よう 

 こそいらっしゃいました。50周年おめでとう 

 ございます。ぜひ参加させて戴きます。富田 

 会員ようこそいらっしゃいました。川越会員 

 おめでとうございます。       2,000 

・小林清市会員 水俣RC市川会長、郷幹事さん 

 ようこそいらっしゃいました。この一年間の 

 御活躍を祈っております。市川会長は私の高 

 校・大学の優秀な後輩です。     2,000 

・有馬会員 山本瑤子さま、お元気になられ嬉 

 しく思います。また、慶山ロータリークラブ 

 との青尐年交流では長女が参加させていただ 

 きお世話になりました。お陰様でロータリー 

 の良き理解者が１人増えました。ありがとう 

 ございました。           5,000 

・山田会員 山本様、お久し振りです。お元気 

 になられましたこと嬉しいです。   1,000 

・原田会員 先週の例会にて長女に貴重な時間 

 を頂きまして有難うございました。何を言っ 

 たのか覚えておりませんが、改めまして一中 

 ソフト部物品販売御協力ありがとうございま 

 した。               2,000 

・ 〃 先週の例会、オープニング早々ロータ 

 リーソングを間違えました。大変申し訳あり 

 ませんでした。以後気を付けます。  1,000 

・漆野会員 先週の家族納涼会、初めて参加さ 

 せていただきました。妻も子供たちも大変喜 

 んでおりました。準備を担当していただきま 

 した会員の方々有難うございました。ラムネ 

 早飲大会でも２位になり、ジャンパーをいた 

 だきました。有難うございました。  1,000 

・葉山会員 ①第10次慶山RC青尐年交流ホーム 

 ステイに2人も参加させて頂き、有難うござい 

 ました。また、同行者の皆様には大変お世話 

 になりました。②一中ソフト部の物販には大 

 変お世話になりました。(原田会員の子供の為 

 に)私の名前が使われていたので御礼申し上 

 げ、ニコニコします。        2,000 

・浦田会員 8月度ゴルフ優勝      3,000 

・堤正博会員 8月のゴルフコンペで２位・65歳 

 以上べスグロ・ニアピンを頂きました。久し 

 ぶりの入賞でした。85は出来すぎです。2,000                 

・馬場会員 納涼家族会でラムネ早飲み大会に 

 参加させられました。年甲斐もなくマジにな 

 り４位になりました。賞品にジャンパーを戴 

 いたのですが、すぐに武末先生が、ニコニコ 

 カードをニコニコしながら私に手渡されまし 

 た。本当に有難うございました。   1,000               

・和田会員 早退します。       1,000 

・堤 脩会員 検診のため早退します。 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/3合計46,000 

 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
   

月/日(曜日) 日 程 

8月21日(土) 

慶山市役所 前 集合 

スパバレー 

鹿東書院 探訪 

雲門寺 觀覽 

慶山市役所 前 到着 (ホ―ムステイ ) 

食事(引率者, 慶山RC任員) 

8月22日(日) 

慶山市役所 前 集合 

釜山 へ 出発 

帰国 

 ９月新世代のための月間 
 

点 鐘          中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  田上和弘委員         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介           中川貴夫会長 
 

     人吉温泉観光協会  富田正彦 様   

     水俣ＲＣ        市川洋一郎会長 

               郷   晶二 幹事 

         人吉ＲＣ会員夫人  川越郁子 様 

 

 

        中川貴夫会長   
 
 ９月になりましたが、近年の異常気象で今

年の秋は、どの様な秋となるのでしょう。台

風６号、７号と発生致しましたが日本を外れ

てくれました。災害が起こらないように願う

ところです。又、政治、日本の暮らしはどう

なるのでしょう。菅さんでも小沢さんでも五

十歩百歩、景気浮揚、国民の事を一番に考え

て欲しいものです。 

 先週の納涼パーティは、150名を超える参

加を戴き奥様、子供さん、お孫さん、ロー

ターアクト、青尐年交換ホームスティファミ

リーの方々の参加ありがとうございました。 

担当をして戴きました齊藤親睦委員長さんは

じめ委員の皆さん、ローターアクトの皆さ

ん、その他ご協力戴きました皆さんありがと

うございました。ローターアクトにおいて

は、ブレイクダンスを、ＲＡＣ会長以下踊っ

て戴き大変盛り上がりました。これからの、

ローターアクトの活動が楽しみになるととも

に期待が膨らんでまいりました。 

通  算  2 6 2 6回 

2 0 1 0 年 9 月 3 日 

第  9  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂 委員 

 さて、８月２８日（土）は、前例会でお話

いたしました様に、大分にて地区管理運営セ

ミナーが開催され参加して来ました。 

 「活力あるクラブづくりを目指して」との

題で、基調講演と、各グループに分けてワー

クショップが行われました。 又、「ＣＬＰ

についてどう考えるか」との討論もありまし

たが、人吉ロータリークラブの現況を説明

し、クラブによりメリット、ディメリットが

あり、結論は、「各クラブにマッチする様に

行っていく。」となりました。 

 木下光一ガバナーは、小グループに分け常

に討議を持たれる会議をされます。そして、

ロータリーの大看板である、職業奉仕につい

ても、「職業奉仕を隠れ蓑にしてロータリー

をないがしろにしていませんか？」「会社に

おいても赤字のまま自分の会社を放って置く

ことはしないでしょ？」「皆さんは、各企業

のトップですが、そこにリーダーシップを発

揮されると思います。」など熱く語られま

す。それぞれの、メンバーの意識の持ち方が

問題であると考えます。 

 さて、９月は新世代月間です。人吉ロータ 

リークラブの栞の定款にも記載されておりま

す今まで四大奉仕から新世代奉仕を加え、五

大奉仕となりました。皆さん、読んで戴いて

いると思いますが、「新世代奉仕は、指導力

養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際

奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文

化の理解を深め育む交換プログラムを通じ

て、青尐年ならびに若者によって、好ましい

変化がもたらされる事を認識するものであ

る。」と書いてあります。これは、新世代を

重視する表れだと思います。また、ロータリ

アンは、年齢３０歳までの若い人すべてを含

む新世代の多様なニーズを認識しつつ、より


