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  大久保勝人直前会長 
 

 今日の例会は会長が所用に

より欠席されておりますの

で、私が会長の時間を務めま

す。本来ならば、会長不在時

は、副会長が担当されるもの

と思っておりましたが、前例

会時に会長よりご指示を頂き

ましたので、しばらくの間、よろしくお願い

致します。 

 さて、２週間位前のことですが、鹿児島本

線松橋駅付近で、４歳位の子供が列車に轢か

れて死亡した事件がありました。遺族にとっ

てはどうしてこんなことになったのかと、悲

しみのどん底におとされてしまい、やり場の

ない思いをされておられることでしょう。大

変ことで、残念極まりないこととお察しいた

します。この種の事故は肥薩線でも依然起

こっております。人吉発の上り列車で、段駅

の手前の集落の子供で、やはり４歳位で、線

路上で遊んでいたのかもわかりませんが、

カーブの勢いでもありますが、発見後に非常

ブレーキをかけたけれども、間に合わなかっ
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たようです。このような子供の線路上の事故

にあった当時の運転士は、｢こんなつらいこ

とはないし、夜もねむれない思いで、特に子

供についてはかわいそうでたまらない」と

言っていました。松橋の場合でも運転士は

100ｍ手前で発見し、非常ブレーキをかけた

が、間に合わなかったと言うことでした。 

 では列車は、どれ位の距離があれば間に合

うのかと申しますと、仮に90ｋｍ/hで走行の

列車は非常ブレーキで350ｍ～400ｍ位で停車

します、又、60ｋｍ/hであっても150ｍ～180

ｍ位で停車します。しかし若干その時の天候

や乗車数に左右されますが、停車距離は次の

ような計算で算出致します、しかし、これも

近代車両、ディーゼルカー、電車、機関車

（ＳＬ，ＥＬ，ＤＬ）で変わってきます。 

 計算方法は速度を２乗して、それを18～23

で割るという計算です。 

 「停車距離＝速度２乗÷18～23」 

 この18～23という数字は運転理論で、摩擦   

 抵抗、空気抵抗、車両の抵抗、等々を入れ 

 ます。Ａ４のノートで大体３ページ位の計 

 算式で出てくる数字です。 

 ところで、事故発生時には当事者は、必ず

警察の事情聴取を受けますので、運転士は発

見距離と行き過ぎた距離が速度に応じてどれ

くらいなのかを、しっかり把握しておかなけ

ればなりません。 

 こんなことがありました。私が八代の日本

セメント会社の引込み線で、貨車20両を索引

して八代駅に向かっている折、踏切通過時に

列車の中間部に単車で飛び込んで来た事故が

ありました。踏切を通過しようとしている

と、小雨の中でしたが、左側から単車で来る

人を見たので、機関助士に危ないから見てい



るように指示した矢先、「ストップ」の声が

かかり停車したことがありました。速度は20

ｋｍ/h位でした。後で聞いた話では、肩の骨

を折った傷で済んだそうですが、それでも、

八代警察署に呼び出されて、いろいろ聞かれ

たことがありました。 

 この時、警察では先頭にあたったように

思ったのでしょうか、なかなか理解が出来な

いようでした、私はあくまでも列車の中間に

飛び込んで来たと説明しました。列車は入換

えでしたので、駅の連結掛、操車掛が同乗し

ていたので、その状態を、「八代駅に問い合

わせてください」と言った所、他に人がいた

ことがわかってやっと納得したということで

した。その時停車距離を計算して提示したと

ころ、その計算はどうしてするのかと聞いて

来るくらいで、計算方法を教えたことを思い

出しました。また当時の事情聴取は現在に比

べれば簡単な方だったのかもしれません。 

 現在では鉄道も普通の交通事故としての取

り扱いをするらしくて、長時間列車を留めて

調査する気配があります。今はどうかわかり

ませんが、国鉄時代の乗務員は常に本庁通達

の書類を持っていて、専用道路として最優先

だと説明できる書類でした。お互いに身の危

険については、安全を最優先に、特にお子さ

んの安全には大人が注意したいものです 

 ところで、国鉄時代には事件も数多くあり

ますが、何と言っても戦後の国鉄三大ミステ

リー事件と言われるもので、下山事件、三鷹

事件、松川事件があります。これについて、

話してみたいと思います。 

（１）下山事件は連合国の占領下にあった

1949年（昭和24年）７月５日の朝、日本国有

鉄道初代総裁に就任したばかりの下山定則が

公用車での出勤途中に三越により、そのまま

消息を絶ち、失踪した。失踪当日は、国鉄の

人員整理をめぐって緊張した状況にあり、自

宅に連絡をしたが「いつものように公用車で

出た」との返事だったので、国鉄庁内は大騒

ぎとなり、警察に連絡をした、翌７月６日の

午前０時30分頃に国鉄常磐線北千住駅～綾瀬

駅間で轢断された下山の遺体が発見された事

件です。 

 この事件は自殺説、他殺説が入り乱れ、警

察は公式発表することなく捜査を打ち切っ

た。 

 1964年（昭和39年）７月６日、殺人事件で

ある場合の公訴時効が成立した。 

（２）三鷹事件は1949年（昭和24年）７月15

日東京都北多摩郡三鷹町（現三鷹市）と武蔵

野市にまたがる日本国有鉄道中央本線三鷹駅

構内で起きた無人列車（７両）の暴走事件で

ある。この事件は全国ストライキを起こし、

革命を起こすという動機で国鉄労働組合員の

日本共産党10人（１人はアリバイ成立で不起

訴）と非共産党員であった運転士の竹内景助

による共同謀議による犯行であると断定し、

控訴上告したが、竹内以外については無罪、

竹内だけが無期懲役から死刑を言い渡し、確

定し、1967年（昭和42年）脳腫瘍のため45歳

で獄死した。 

（３）松川事件も1949年（昭和24年）８月17

日、午前３時９分（サマータイム時間で、現

在時間午前２時９分）頃、福島県松川町を通

過中だった東北本線上り列車が突如脱線転覆

する事件である。この事件による死亡者は３

人で、いずれも列車を索引していた蒸気機関

車の乗務員で、発足したばかりの日本国有鉄

道公社の職員であった。 

 事件が起きたのは、東北本線の松川～金谷

川駅間のカーブの曲がり鼻地点で、検証の結

果、転覆地点付近の線路の継目部ボルト・

ナットがゆるめられ、継目板がはずされてい

るのが確認された。さらにレールを固定する

犬釘が多数抜かれており、25ｍのレール自体

がほとんど真っすぐなまま13ｍも移動してい

た。明らかに何者かによる意図的な列車妨害

であった。 

 捜査当局は当時、解雇反対、工場閉鎖反対

の闘争中の国労福島支部幹部及び東芝松川労

組幹部（いずれも共産党員）に目をつけた。

まず、９月10日元国労福島支部組合員で、解

雇されていた赤間青年（非党員）を別件逮捕

し、強引な自白強要の末自白「赤間自白」を

もとに20人を起訴列車妨害「謀議」をなし、

その実行犯であるとした。そして、1963年

（昭和38年）９月19日最高裁は検察側の上告

を棄却して被告全員無罪が確定した。 

  謀略説では、この３事件はＧＨＱや警察が

仕組んだ謀略事件とされ、多くの作家による

出版本が出ていますが、いずれの事件も真犯

人があがらないまま時効となっている、当時

は占領されている日本であり、ドッチライン

を提案する（米・デトロイト銀行頭取）中で

の日本経済の立て直しで、全公務員約28万

人、国鉄約10万人に近い人員整理を迫ってい

た。こうした状況の中で、一か月余りに起き

た国鉄３大ミステリー事件でありました。 

 列車事故が起こる度に思い出される事件で

あります。 

  会長の時間を終わります。 

 

 



   

  ～ 入会式 ～ 
 
   青木一幸会員 
           
新会員紹介 

        紹介者(推薦人)塚本哲也会員 

 皆さんこんにちは。青木一幸君の入会をご

承認いただきありがとうございました。本日

入会されます青木一幸君の紹介をします。会

社は緑屋本店で、職業分類は味噌製造です。

ご家族は、お母様、奥様、中学生と小学校の

息子さん２人おられます。昭和38年生まれの

同級生で、今年47歳になられます。ロータ

リーでは、岩井会員、永尾会員、事務局の緒

方さんが一緒です。住まいは紺屋町で、岩

井、永尾会員とは東校、一中と一緒で、特に

青木君と永尾君と私は小学校の低学年から青

井神社の蓮池の隣にあった｢清流館｣という道

場で剣道に汗を流していました。学生時代は

ハンドボール部に所属され、人吉高校、神戸

大学を卒業後、日本生命に入社され、昨年、

緑屋本店の社長として帰って来られました。

趣味はゴルフで研究熱心なのですが、腕の方

はまあまあというかボチボチです。ロータ

リーのゴルフ愛好会で修行を重ね、腕を磨い

てもらいたいと思います。あとの詳細は本人

にお聞き頂くとして、簡単ではありますが青

木君の紹介とさせて頂きます。 

 

 

会員バッヂの贈呈  

 

 

 

 
 
歓迎の言葉      大久保勝人直前会長 

 青木さんは、会員候補者として推薦され、

当クラブの細則11条に基づき諸手続きを行

い、理事会にて入会を承認されました。又、

ロータリー情報委員会浦田会員にロータリー

についてレクチャーをして戴き会員としての

心得も出来たと思います。人吉ロータリー会

員一同歓迎致します。 一日も早く、人吉ロー

タリークラブに溶け込んで戴く事を希望しま

す。本日は、誠におめでとうございます。 
 
入会者挨拶         青木一幸会員 

 ただいまご紹介にあずかりま

した緑屋本店の青木でございま

す。この度は伝統ある人吉ロー

タリークラブへの入会をご承認

頂きまして誠にありがとうござ

    渡辺洋文幹事 

 

【11/5定例理事会承認事項】 

○ガバナー補佐補助金の件（15万円）→承認 

○会報印刷（事務局プリンターの件） 

 先月の修理費（転写ベルト交換）65000円 

 年度別（消耗品・修理代） 

 2007~2008年度144000円 2008~2009年度180000円 

 2009~2010年度230000円 

 外部委託、ｿｰｺﾞｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽでﾌﾟﾘﾝﾄ出力した 

 場合（4ﾍﾟｰｼﾞ1部60円・6ﾍﾟｰｼﾞ1部90円） 

 ｶﾗｰ印刷→承認 

○ロータリーＨＰ更新及びサーバー使用料の 

 件（ｿｰｺﾞｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽへ月3,000円→承認 

○鳥越会員出席免除届けの件（手術のため） 

 10/28～11/26→承認 

○Ｒ情報委員会新入会員勉強会ﾒｰｸｱｯﾌﾟの件。 

 日時；11月25日をメークアップとする 

 →承認 

○第2720地区より奄美地方豪雨災害義援金の 

 お願いの件→（一人1,000円徴収する） 

【連絡事項】  

(1)第57回人吉球磨総合美展の御礼が届いてい 

 ます。 

(2）第3回人吉歳末たすけあい演芸会実行委員 

 会の開催の案内が届いております。葉山委 

 員長にお渡し致します。 

     日 時:平成22年11月19日13:30～ 

   場 所:人吉市総合福祉センター 

(3）人吉市青少年育成市民会議より、子供会 

 交流発表会に伴う校区説明についての通知 

 が来ています。岩井新世代委員長にお渡し 

 致します。 

(4）一般財団法人比国育英会バギオ基金より 

 2009年度事業報告書の報告と寄付のお願い 

 が届いております。 

【例会変更】 

  八代南RC12/7→18:30～年忘れ家族会の為 

【本日の回覧】 

  第５７回人吉球磨総合美展目録 

【本日の配布】 

  青少年交流冊子、人吉ＲＣ会報2634回 

  Ｒの友11月号 7～10月個人出席率一覧 

  九州電力エコチャレンジフェスタ案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



います。家業を継ぐことになり昨年４月に

帰ってまいりました。大学４年間と東京・大

阪のサラリーマンの生活、トータル２７年間

人吉を離れておりました。戻りまして１年

８ヶ月経ち、ようやく仕事の方も慣れて参り

ました。この度の入会を機に皆様にいろんな

面でご指導を賜りますとともに、末永くお付

き合いを頂きますようどうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

 

ロータリー情報委員会   高嶋康二副委員長 

 青木一幸さん入会おめでとうございます。 

 人吉ロータリークラブ細則第11条第６節に

よりますと、新入会員がクラブに早く溶け込

めるよう援助する会員を指名することになっ

ています。青木一幸会員の援助会員を推薦人

の塚本哲也会員にお願いすることに致しま

す。塚本会員よろしくお願い致します。 
     
所属委員会の発表      渡辺洋文幹事 

 青木会員の所属委員会は、クラブ運営委員

会の「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会の

「職業奉仕委員会」に所属をしていただく事

となりました。宜しくお願い致します。 

 

 

    平田フク委員長 

 

 

【地区職業奉仕委員会セミナー 報告】 
 
       高山征治職業奉仕小委員会委員 

 地区の職業奉仕に出向して

います高山です。10月23日、

職業奉仕セミナーに行って参

りました。情報を皆さんにお

知らせするのが役目と言った

ばっかりに、さっそく指名が

かかりました。大分は遠いですね。往復８時

間も走るとこたえます。 

 今年度はガバナー挨拶後にワークショップ

と言って、全体を10～12名のグループに分

け、リーダー、記録者、発表者を決め１時間

半ほど参加者全員が自発的に発言し合う、と

いったスタイルをとっておられます。大変良

いと思います。その後の全体会議では１６の

グループ全部が発表する時間がありませんで

したので、司会者が決めた５つのグループが

発表をしました。その中では、財団セミナー

のワークショップに参加したが大変充実して

たので今回も参加したという方がおられまし

た。 

 講演は2680地区のパストガバナーで、姫路

ＲＣの安平和彦氏でした。1905年２月23日、

４人から始まったシカゴクラブの定款から互

恵主義、職業倫理の変遷とロータリーの歴史

を懇切に話されました。終わりに、「縁あっ

てロータリーの世界に入った。一生もんの

ロータリー、昼飯会(晩飯会）ではさびし。知

ることの楽しさ、自ら学ぶことの楽しさ。そ

してなによりも「ロータリー哲学」（利己と

利他の調和の哲学＝奉仕の理想）を実践する

ことは、必ずや他人を助け、やがては巡り

巡って自らの人生を明るく照らし、いずれは

自己の職業を隆々と栄えさせるのだという確

信と、ロータリアンとしての誇りを持って、

ロータリー人生を楽しみましょう。」と結ば

れました。  

 

 

【雑誌委員会】 

   ロータリーの友１１月号の紹介 
 
          紹介者 永尾禎規委員 

 ロータリーの友11月号の紹介

をします。横組の表紙からで

す。真っ青な空に映えるウラジ

ロナナカマドの霧氷です。先に

ついた赤い実が鮮やかです。場

所は長野県にある燕岳、二千七

百メートルの地点で撮られました。 

 次に裏の縦組表紙をご覧下さい。大漁のサ

ンマ、ではなくサンマの大量死、無残な写真

です。北海道の知床、20年前の写真だそうで

す。この頃から地球温暖化の影響は表れてい

ます。海水が一定の温度を保てないため神経

をやられた回遊魚がオホーツクへ流れ、打ち

上げられるそうです。撮影者の水越氏が写真

を通し環境の異変を訴えられているように感

じられました。 

＊届け出欠席者  

  延岡・中川・愛甲英・赤池・本田・片岡・宮山 

  有村・堤正・尾上・戸高・有馬・蓑田・木村・堀 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) 増田，愛甲康，石蔵，鳥越 

＊メークアップ 

ｸﾘｰﾝ人吉；中川 

R情報委員会家庭集会；片岡・高嶋・浦田・岩本泰・高山           

本日の出席率 

会   員   数   71名   77.61% 

出 席 免 除 4名 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 6名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 91.0％ 

10/29例会出席率  82.09％ 



 では、横組の１ページからご紹介します。

ＲＩ指定記事、レイ・クリンギンスミスＲＩ

会長メッセージです。スミス会長はロータ

リーの親善奨学生としてアフリカのケープタ

ウン大学で学んでおられたそうです。その経

験からアフリカにおけるロータリーの役割強

化という特別な機会をもつことになったそう

です。世界中のロータリアンがアフリカの現

状に関心をもつよう望んでおられ、アフリカ

のロータリーを『より大きく、豊かで、大胆

に』するため、アフリカのロータリー財団奨

学生の輪をつくり上げるために力を貸してく

ださい、と呼び掛けておられます。 

 次に11ページ「ポリオの第二の行為」ポリ

オの生存者は世界に推定1000万人～2000万人

だそうです。ポストポリオ症候群とは、手足

に運動麻痺の後遺症を持ちながらも、元気に

日常生活を送っていたポリオ経験者が40代～

50代になった頃に、あらたに筋力の低下や筋

肉の痩せ、筋肉・関節の痛み、手足のしびれ

や冷感、腰痛、異常な疲れ易さなどの症状が

あらわれることを言うそうです。すべての人

にあらわるのではなく、生存者の約55％にこ

の症状がでる危険性があるそうです。数十年

前にかかったポリオの生存者は今、ポストポ

リオ症候群という新たな症状と闘っていま

す。ポリオが撲滅されない限りこの病気も続

いていくことになります。 

 では縦組へ移ります。２ページ「共存共

鳴」ドイツと日本の違うところ… 桐朋学園

大学音楽学部教授 木村俊光氏（東京日本橋Ｒ

Ｃ会員）の講演要旨です。氏はオペラ歌手と

して23～42歳までドイツで過ごしました。日

本とドイツの違いを語ります。 

 ドイツでは、オペラに携わる人は、仕事や

立場に優劣があるわけでなく、すべてが横一

線です。それぞれがプライドを持って仕事を

しているので他人の仕事（いきがい）に手を

突っ込むことがない、一人一人が良い作品に

仕上げようと一緒に努力します。一人でも自

己顕示欲の強い人がいると成り立ちません。

各人がきちんと勉強をしていますからきちん

と作り上げていきます。 

 そして氏は日本とドイツの教育の違いを

語っています。大きく違うのは価値観です。 

 日本人は他人と同じことをします。飛び出

したことをすると均一から外れてしまいま

す。いい意味での個人、個性がなくなってき

ています。そのうえ乗り遅れないように頑張   

ります。可笑しいくらいブランド志向です。 

 それに対しドイツは他人と同じものを持ち

たくない気質があります。 

 また、長く勤めるほど偉くなる・能力は関

係ない・年数で地位や給料が決まる、といっ

た日本独特の「年功序列」についても述べら

れています。ドイツでいう「出世の道」と

は、同じところに長く勤めていると能力がな

い人と見られ、出来る人は条件のよいところ

へとどんどん転職を繰り返すそうです。 

 常に平等主義であり、国民は一定、平等に

扱わなければならないということが日本の教

育の基本となっているように思う。と、氏は

語っておられます。 

 あっ、時間がきたようですので、これで11

月号の紹介を終わらせて頂きます。ありがと

うございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】     小林祐介委員 

・大久保直前会長 青木一幸さん、ご入会お 

 めでとうございます。ロータリーを楽しん 

 でください。ご活躍を期待します。 2,000 

・永尾会員 青木会員、入会おめでとうござ 

 います。一緒にがんばりましょう。 1,000 

・井手会員 青木一幸さんの入会を歓迎致し 

 ます。今後とも宜しくお願い致します。 

                  1,000 

・外山会員 青木会員の入会を歓迎致しま 

 す。               2,000 

・塚本会員 この度は青木一幸君の入会をご 

 承認いただきありがとうございました。今 

 後とも宜しくお願いします。    2,000 

・友永会員 青木さん、入会おめでとうござ 

 います。             5,000 

・高山会員 青木さん、ご入会おめでとうご 

 ざいます。立派なロータリアンになって下 

 さい。              2,000 

・原田会員 青木一幸さんの入会を心よりお 

 慶び申し上げます。これからも宜しくお願 

 い申し上げます。         2,000 

・山賀会員 青木さんの入会を歓迎します。 

 ご活躍を祈念致します。      2,000 

・葉山会員 ①青木君の入会を歓迎します。 

 ②14日の日曜は第一中学校の文化祭がござ 

 います。お昼時は馴田会員がうどん・そば 

 を準備してお待ちしております。是非お越 

 しください。③歳末たすけあい演芸会の券 

 を購入いただきました。会員の皆様ありが 

 とうございました。まだの方はお声掛け頂 

 ければ、即お持ちします。宜しくお願いし 

 ます。              2,000 

・堤脩会員 先週、結婚記念日のお祝いをい 

 ただき有難うございました。遅くなりまし 

 たがニコニコします。②青木さん入会おめ 

 でとうございます。        3,000 



・釜田会員 青木一幸様、入会おめでとうご 

 ざいます。緑屋本店さんからは50年前、龍 

 太郎様が入会され、9年度の会長を務められ 

 ました。ロータリーの奉仕活動にも頑張っ 

 てください。           2,000 

・高嶋会員 ○青木一幸会員の入会を歓迎し 

 て。○第10次人吉ＲＣ青少年交流の立派な 

 冊子を頂き有難うございました。  2,000 

・馬場会員 青木一幸君の入会を心から歓迎 

 致します。お父様の緑郎さんには大変お世 

 話になっておりました。ロータリーを楽し 

 んでください。          1,000 

・渡辺会員 青木さん入会おめでとうござい 

 ます。宜しくお願いします。大久保直前会 

 長、会長代行ありがとうございました。 

                  2,000 

・岩井会員 青木君の入会を祝ってニコニコ 

 します。             2,000 

・田上会員 九州電力の環境フェア―のＰＲ 

 をさせて頂きます。11月14日、日曜日ゆめ 

 マート人吉店において「第２回行こ！エコ 

 人吉エコチャレンジフェスタ」を開催しま 

 す。当社の「低炭素社会実現」に向けた取 

 り組み等を地域の皆さんにＰＲする予定で 

 す。詳細は配布したチラシを参照下さい。 

 尚、今回も立山会員の協力により、「ウン 

 スンカルタ大会」も行います。来場お待ち 

 しております。          2,000 

・山本会員 長男の開業20周年の祝いを先日 

  致しました。患者さんがお陰様で多く信 

 頼されております。宮崎にお出向きの折り 

 はお立ち寄りくださいませ。    10,000 

・堤正博会員 弟のお通夜並びに告別式に、 

 多数のロータリアンの方々にご参列頂き、 

 ありがとうございました。心より御礼申し 

 上げます。本日の例会に出席出来ません 

 が、スマイルだけさせて頂きます。 10,000 

・中川会長 本日は青木一幸君、ご入会誠に 

 おめでとうございました。大久保直前会 

 長、会長の時間をして頂きありがとうござ 

 いました。            2,000 

・大賀会員 １時半から会議の為失礼させて 

 いただきます。          2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード11/12合計59,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・立山会員 先週、伊久美Ｒ財団副委員長か 

 ら、寄付０の会員がいると聞き、そういえ 

 ば私も社長の会葬の御礼の寄付以来してい 

 なかったことを思い出しました。和田さん 

 が同じテーブルなので喜んで寄付します。 

                  1,000 

・北会員 めずらしいカードが出来たので祝 

 して寄付します。         2,000 

・和田会員 隣で北さんが財団カードに書い 

 て下さいましたので、私もします。青木さ 

 ん入会おめでとうございます。宜しくお願 

 いします。伊久美会長、食事制限の資料あ 

 りがとうございました。しっかり実行した 

 いと思います。          ＄20 

 

 

    点 鐘  大久保勝人直前会長 

 

    

   

１１月・１２月例会予定 

11/19 12：30～  Ｒ財団月間卓話 

11/26 12：30～  人吉税務署長卓話 

12/ 3 12：30～  年次総会 

12/10  18：30～   忘年会 夜の例会 

12/17  12：30～  通常例会 

12/24  12：30～  通常例会 

12/31    例会取り止め 

   １１月・１２月の行事及び会合 

11/20(土) 水俣ＲＣ創立５０周年記念式典12:30～ 

11/18(木) 
人吉市青少年育成市民会議  

 子ども会交流・発表会校区説明会 

 東西コミセン19:00～ 出;岩井委員長 

11/19(金) 
人吉市歳末たすけあい演芸会実行委員会 

 総合福祉センター13:30～ 出;葉山委員長  

11/19(金) 人吉ＲＡＣ例会19:30～開(居酒屋) 

11/25(木) 
人吉ＲＣ夫人の会（熊本市） 

Ｒ情報新入会員懇談会18時30分～ひまわり亭 

12/19(日) 
地区国際奉仕・社会奉仕合同セミナー 

 熊本県民交流館パレア13:00～16:30 

 詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 

11/21(日) 第三回ひとよし大綱引大会 


