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 昨日は、暦の上では大寒でありましたが、ま

さにその通り寒さ厳しく冬本番であります。風

邪も流行りつつあるようですので十分ご注意く

ださい。 

 さて、先週もご案内致しました様に、今月は

ロータリー理解推進月間であります。先週は、

Ｒ情報高嶋副委員長さんにスライドと卓話をし

て戴きありがとうございました。 

 今日は、親睦活動についてお話をさせて戴

き、新入会員にロータリーを理解して戴こうと

思います。 

 ロータリー・クラブ会員の中にも、親睦と親

睦活動を混同する人が多いようです。 

親睦会やゴルフ会に参加する事は親睦活動に参

加する事であって、ここで述べる親睦とは違っ

た次元のものです。親睦活動がクラブ奉仕の充

分条件の範囲内で、親睦というロータリー本来

の運動を高めるために補助的に活動する事は大

切なことです。しかし、親睦活動委員の任務

を、親睦会の幹事や同好会の世話役に留める事

は大きな誤りです。確かに会員が心を打ち解け

合う手段の一つとして、親睦会やクラブ活動な

どのレクレーションも必要です。しかし、親睦

を深める最適な場所は、毎週一回の定例の例会

である事を忘れてはなりません。例会におい

て、いかに友情を深めるかを考え実行する事

通  算  2 6 4 4回 

2 0 1 1年 1 月 2 1 日 

第 27 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 牛島スミ子副委員長 

と、いかにして真の親睦が保たれるような環境

を整備する事が最大の任務なのです。 

 ほとんどのクラブでは、新入会員は親睦活動

委員会に配置されます。人吉クラブは、ＳＡＡ

にも配置されますが、これは、新人だから下働

きに使おうと言う事ではなく、親睦委員・ＳＡ

Ａ委員として毎例会、会員相互の親睦を深める

活動に従事する事によって、一日でも早く、先

輩会員と融和を図る事を期待しているからなの

で有ります。友情溢れる例会を通じて、ロータ

リアンがお互いに切磋琢磨し自己改善に努める

ことで、ロータリーの説く親睦が一層高まり、

奉仕の心が高まっていきます。先週も親睦委員

会についてお礼を言わせて戴きましたが人吉ク

ラブ親睦委員会は、真の親睦が保たれるような

環境を作って戴いており感謝しております。 

 また次の機会にこの話をさせていただきます

が、どの委員会も新しく入会いただいた方々は

年齢関係なくご協力を戴きますようにお願い致

します。 

 今週と来週は、クラブ協議会になっておりま

すので会長の時間が短いようですが、これで終

わらせて戴きます。委員長さんは大変でしょう

が報告を宜しくお願い致します。 

 私は、職業分類・自動車整備です。ロータ

リー暦年数は15年と７ヵ月です。職業分類、暦

年数を述べ、報告を宜しくお願い致します。 

 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】 

・人吉青尐年育成市民会議より第5回育成部会 

 の開催の案内が届いておりますので岩井新世 

 代委員長にお渡し致します。 

              第３回クラブ協議会 前半 



   日 時：平成23年1月31日午後7時より 

   場 所：市役所別館202会議室 

・第17回九州国際スリーデーマーチ2011への参 

 加依頼が届いております。 

   期 日：平成23年5月13～15日   

   場 所：八代球磨川河川緑地 

・木下ガバナーよりねんりんピック2011熊本  

 「みんなでおもてなし募金」協力のお願いが 

 届いております。 

【例会変更】 
熊本西单RC1/20→1/21新春家族会の為18:30～   

            ホテルニュースカイ 

【本日の回覧】 
 玉名中央RC週報 ハイライトよねやま131号 

 人吉総合病院広報誌『翔』 

【本日の配布】 

 人吉RC会報2642号.2643号 

 
 ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 

 

   永江 浩委員 

 

【親睦委員会】     齊藤日早子委員長 

  
       
   

  １２月のゴルフ表彰 １２月5日 チサン＜＜ 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・高嶋会員 入会40年、出席率100％を記念して。 

                    10,000 

・立山会員 高嶋パスト会長へ ロータリー歴40 

 年、出席率100％とは驚きました。入会して以来 

 ずっと、あのようなロータリアンになれたらと 

 憧れています。今後も僕たちを引っ張って行っ 

 てください。             1,000 

・友永会員 誕生祝い、ありがとうございます。 

                    5,000 

・堤脩会員 誕生祝いありがとうございました。 

                    2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード1/21合計18,000 
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本日の出席率 

会   員   数   71名   85.51% 

出 席 免 除 3名 1 / 7 例 会 出 席 率  82.86％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 0名 

出 席 者 数 59名 修 正 出 席 率 82.86％ 

＊届け出欠席者  

 有村・本田・川上・蓑田・石原・有馬・和田・田上 

 堀 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

 高嶋康二会員より、

「入会４０年、出席率

100％を記念して、Ｒ財

団、米山記念奨学会、ニ

コニコ箱委員会へご寄付

がありました。 

１１１   月のお誕生日 月のお誕生日 月のお誕生日  

１０日 堤 脩 会員 

20日 延岡研一会員 

２２日 友永和宏会員 

2６日 有馬宏昭会員 

31日 村山能史会員 

         １１１   月の結婚記念日月の結婚記念日月の結婚記念日    

1３日 有馬宏昭会員 １６日 鳥井正徳会員 

１７日 高山征治会員 ２３日 青木一幸会員 

２９日 小林祐介会員   

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 岩井和彦 ９７ １９.7 ７７.3 

準優勝 浦田繁喜 ８９ １０.4 ７８.6 

３位 尾方芳樹 ９３ １７ ７６ 

４位 大久保勝人 １０３ ２３ ８０ 

5位 堤 正博 ９５ １３ ８２ 

；； 山口令二 敢闘 伊久美寛志 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
   ②鳥井正徳  ⑧和田栄司 

  ⑫伊久美寛志 ⑮浦田繁喜 

ﾄﾞﾗｺﾝ    

 ６７歳以上 
 ⑤伊久美寛志 

 ⑱山口令二 

  ６7歳未満 
 ⑤ ― 

 ⑱ ― 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上   浦田繁喜 43・46・89 

  ６7歳未満   岩井和彦 48・49・97 



ＳＡＡ  委員長)原田知一郎 副)馬場貞至 

       委員)蓑田啓悟･本田節･山口令二･田上和弘 

          戸高克彦･青木一幸 

 入会歴が一番若い私が、スタートからダッチ

ロール飛行し、不安定なＳＡＡ委員長でした

が、馬場副委員長をはじめ、委員会のメンバー

の支えがあり、半年を大きな問題を起こすこと

なく無事終える事ができました。まずは先輩メ

ンバーにお礼申し上げます。また、メンバーに

青木会員が所属して頂いたことで、私をはじめ

メンバーにも一段と活気？安堵感？が出てまい

りました。そう感じているのは私だけでしょう

か？タクトも月担当で回しており、本田会員で

一巡します。あとは青木会員の６月のデビュー

を予定し、これから４ヶ月間は出来る人で回し

ていきたいと思います。家庭集会を２～３月に

予定したく思います。あとは６月に向け、委員

会のメンバーがＳＡＡ委員会でよかったと思え

るよう努力してまいりますので宜しくお願いし

ます。 

 

プログラム委員会 委員長)井手富浩 副)尾上暢浩 

           委員)浅野 強 

 本日で第27回目となりますが、尾上副委員

長、委員会メンバーの応援のもと、会長、幹事

にご指導を頂きながら、各委員長様、会員の皆

様に多大のお願とご協力を頂きながら、どうに

か例会の進行を無事務めさせて頂いておりま

す。 

 さて、プログラムでは定例の「ロータリーの

友」紹介などの他、２月には環境保全委員会の

外部卓話やＲＩ創立記念卓話のパスト会長卓話

等が予定されており、その他にもロータリー情

報委員会卓話、ヘルスサポート委員会卓話を計

画頂いております。皆様からのご推薦による内

部卓話、外部卓話もお待ちしておりますので是

非ご連絡の程、宜しくお願い致します。 

 また、新入会員卓話では、11月に入会された

青木一幸会員が予定されております。急なお願

いになる場合もありますので、事前に20分程度

の原稿を準備しておいてください。今後とも例

会の円滑な進行・運営に努めてまいりますの

で、皆様のご協力、ご助言、宜しくお願い致し

ます。 

 
ニコニコ箱委員会 委員長)水野虎彦 副)北昌二郎 

         委員)小林祐介･延岡研一･岩本光義 

 ニコニコの収入は当クラブの特別会計予算と

して重要な財源であり、またその使途は、様々

な協賛金や、周年行事の積立金などでありま

す。年６回の全員スマイルのうち、年頭第一回

例会・納涼家族会・忘年会・新年会の４つの例

会にて皆様よりスマイル頂いております。お陰

をもちまして、前期の会員スマイル及び瓶のス

マイル合計で 606,928円、ビジタースマイル

 

 

    第３回クラブ協議会 

 

 
クラブ運営委員会 委員長)宮原和広 副)馴田信治 

委員）片岡啓一・齊藤日早子・原田知一郎・井手富浩 

   水野虎彦・平田フク・有馬宏昭・岡啓嗣郎 

   赤池利光・中島博之・川上博久・山田仁法 

 皆さんご存じの通り、クラブ運営委員会は12

の委員会の委員長さんで構成されています。前

期が終わり、各委員会では計画、方針を着実に

実行され感謝しております。残り後期も前期同

様本当に大変だと思いますが、各委員長さん宜

しくお願い致します。 

 
Ｒ情報委員会  委員長)片岡啓一 副)髙嶋康二 

                  委員)浦田繁喜･岩本泰典･高山征治   

 本年度は、各委員で役割分担をして活動をして

います。最初にロータリー情報として、7月９日と

９月10日に、「規定審議会報告」と、それに伴う

「人吉ＲＣの定款変更」についてお話しました。

次に、本年度新入会員が現在、青木会員と石原会

員と漆野会員の３名おられますが、それぞれ入会

時にオリエンテーションと、援助会員の指名を行

いました。11月には、浦田会員担当で３年未満の

会員を対象に「新入会員懇談会」をロータリー情

報の伝達を目的に「ひまわり亭」で実施しまし

た。その折、対象者からアンケートをとりまし

た。それを参考にしながら、懇談会を進めました

が、大変好評でした。１月には、高嶋会員担当

で、「ロータリー理解推進月間卓話」を実施しま

した。以上が１月までの事業報告です。 

 
親睦委員会  委員長)齋藤日早子 副)堀文記  

委員)葉山稔洋･村山能史･愛甲英二･塚本哲也･板井英朗 

 例会での年齢、職業を越えた友情を深めるこ

とを目標に入れております。活動は、各月のゴ

ルフ大会に加え、５大親睦活動のうち、７月新

旧役員歓送迎会、８月の納涼家族会、12月の忘

年会、そして今月開催致しました新年会が終わ

りました。私の不在の時でも委員の皆様の協力

で頑張って頂き、ありがとうございました。夫

人の会に参加できなかったのが残念です。これ

からは毎月のゴルフと６月賀寿会の予定です。 

 



89,000円を頂きました。新年会にて行われまし

たオークション売上分を加算しますと現在

850,928円となっております。会員の皆様のご協

力に心より感謝申し上げます。 

 ニコニコの徴収に偏りがないように注意し、

会員及び会員の家族の嬉しいニュースや情報を

タイムリーにとらえ、進んでニコニコして頂け

るよう促します。 

 
出席委員会  委員長)平田フク 副)岩井和彦 

         委員)石蔵美佐子･和田栄司･永江 浩 

 年度の計画・方針は栞に記載の通りです。８

月２日、ひまわり亭にて地域発展委員会、新世

代委員会と合同で家庭集会を行い、委員会の役

割と分担について話し合い、かつ、親睦を深め

ました。皆様のご協力により、無届け欠席が大

幅に尐なくはなりましたが、時々料理の残りを

見ますと、もったいないと思います。欠席なさ

る場合は出来るだけ当日の10時30分までに事務

局へご連絡頂きますようこれからも宜しくお願

い申し上げます。また、個人出席率状況につい

ては、11月初めに例会でお配りしました。出

席、欠席の数、メークアップ数をご確認頂きま

すようお願い致します。これからの各種行事、

大会、ローターアクトクラブ例会、近隣クラブ

例会への参加を奨励しておりますので今後も出

席率向上に努めて頂きますよう重ねて宜しくお

願い申し上げます。 

 

職業分類委員会  委員長)岡啓嗣郎 副)尾方芳樹 

     委員)木村正美･堤 正博･山本瑤子･釜田元嘉 

 人吉球磨地域にも新しい産業に関連した職業

の出現を待ち望んでいます。分類の原則を守り

つつ、時代に見合った職業においての加入をし

て頂き、ロータリーが益々活気あふれる集団に

なる事を希望しています。 

  

会員選考委員会  委員長)赤池利光 副)石原弘章 

        委員)大久保勝人･小林清市･外山博之 

 10月１日開催のクラブ協議会で報告した以降

の委員会活動はありません。前クラブ協議会で

報告しました新会員候補者はクラブをあげての

歓迎を受けられ、本クラブ会員となられ、新人

らしからぬ活躍をされています。嬉しいかぎり

です。 

 お願いです。会員選考委員会の活動の場、会

員選考の機会を多く作って下さい。 

 
 
広報委員会   委員長)中島博之 副)宮山 惇 

        委員)安達玄一 鳥越博治 大賀睦朗 増田 力 
     
 多良木RC人吉中央RCと人吉RCでは、人吉新聞

という地元地方紙のお陰でロータリー活動の広

報に 大いに役立ってくれていると思っていま

す。人吉新聞は地元の郡市民に３クラブのロー

タリー活動を記事にして広報してくれていま

す。７月年度初めの官公庁表敬訪問：新年度会

長の紹介：新年度全会員名簿の紹介：また卖ク

ラブの活動を毎年掲載してくれています。これ

が朝日新聞：毎日新聞：あるいは熊本日日新

聞：などで取り上げられて記事になったでしょ

うか？ 

ガバナー公式訪問：米山奨学生招待(17回目)： 

新世代のための月間では蓑毛寿太郎(熊本県立大

学校理事長)の卓話：ジェーンズ在籍5年の意義

など取材していただきました。 

・日韓青尐年交流事業 (10名韓国へ)    

・地域発展委員会 「球磨人吉に学ぶ：地域発展のヒント」      

    （ひまわり亭研修生 宮崎 薫さん 田舎で働き隊） 

など安心しきっていて（石蔵さんが休会されて

いる事）手落ちの部分もありました。今後気を

引き締めて郡市民にロータリーの理解をいただ

くように頑張ります。 

 上球磨、人吉市の人口約７万人で３クラブ会

員約142名他の地域と比べて如何なものでしょう

か？ 

 

雑誌委員会  委員長)川上博久 副)川越公弘 

       委員)友永和宏･丸尾孜･永尾禎規･漆野智康   

 方針・計画は栞記載の通りです。見所紹介に

ついては、７月号川上委員長、友永委員には８

月号９月号と、続けてご紹介して頂き有難うご

ざいました。10月号川越副委員長、11月号は永

尾委員に、12月号は丸尾委員に紹介して頂きま

した。委員の皆さんの丁寧でわかりやすい紹介

に本当に感謝申し上げます。 

 

クラブ会報委員会 委員長)山田仁法 副)牛島スミ子 

             委員)立山 茂･愛甲 康･山賀勝彦 

 活動の方針・計画は、委員の皆様の協力によ

り支障無く推移しております。 

 家庭集会も去る１月11日開催し、方針・計画

を再確認したところです。 

 ただ計画の中にある各委員会の家庭集会の内

容等を、会報に掲載する項目がありますが、当

委員会が要請していなかったため皆無でした。

反省しております。これから集会を開かれる委

員長様、原稿の提出をよろしくお願いします。 

 

 

         閉 会 


