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来訪者紹介      中川貴夫会長 

 

    シンガーソングライター   天音美広 様  

    

 

    中川貴夫会長 
 

 ３月11日金曜日、午後２時46分頃マグニ

チュード9.0を記録する地震が東北地方太平洋

沖で発生し、津波を引き起こし、火災や停電も

起こり甚大な被害が発生いたしました。地震に

より被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申

し上げます。 

 先週は、年度初めに計画致しておりましたよ

うに、例会を休会させて戴いたのですが、開催

したとしても心が痛み、今日以上にとても辛い

例会では無かったでしょうか？ 私たちの地域

は海がありませんので津波は心配いらないと思

いますが日頃より地震に対してもしっかり対策

をしておかなければならないと思います。又、

原発におきましても想像以上の地震発生の為

に、津波が起こり大変な事態になりました。自

然界の力と言うものを嫌と言うほど知らされた

気持です。早く落ち着きを取り戻し、復興を祈

りたいものです。後で、幹事よりこの東北地方

大地震に対しまして義援金の御願をいたします

が、ロータリークラブとして行いますので、

其々すでに皆様も寄付をされていると思います

がご協力よろしくお願い致します。 

 さて、３月12日～13日は、国際ロータリー第

2720地区2010-2011年度 地区大会が別府国際
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開催されました。開催冒頭に、木下光一ガバ

ナーより今大会の開催にあたり、「試案検討し

た結果開催する決定について。」報告がありま

した。「式典がお祝い事でない。」「懇親会を

質素に行う。」「ＲＩ会長代理挨拶及びアドレ

スされる桑原茂ロータリー・コーディネーター

（宮城県塩釜ＲＣ）が来られている。」その

他、第2720地区大会決議について、追加決議第

９号として、「国際ロータリー第2720地区を上

げて東日本大震災について支援をする。」以

上。と言う事で開催いたしました。 

 ＲＩ会長代理・桑原茂ＲＩコーディネーター

夫妻は、３月11日（金）仙台空港に車を置か

れ、飛行機にて飛び立たれた直後、津波が押し

寄せたそうです。桑原ＲＩ会長代理より、「私

の車も津波にのみ込まれてしまいました。津波

直後に携帯及びメールにて何とか家族の生存は

確認できましたが、幾つかある会社は海にのみ

込まれてしまった様です。」と話されました

が、ＲＩ会長代理挨拶及びアドレスを立派に行

われました。会長代理の心中もそうですが、登

壇の横に座っておられました奥様の気持ちは如

何ばかりであったかと拝察いたしました。 

 粛々と行われた式典で、我が人吉ロータリー

クラブは皆様のご協力のお陰で最多登録表彰を

戴きました。私が年度当初に皆様にお願いを致

しました、「楽しく、魅力あるロータリーライ

フ」そして「懇親」を先輩、後輩の皆さん、そ

して新しい方々も感じていただけたのではない

でしょうか。そのおまけが、表彰となりまし

た。また、色々な事業で参加できなかった皆様

にもご協力を戴きました事にお礼を申し上げま

す。本当にありがとうございました。後で、１

日目、２日目と地区大会の報告がありますので

楽しみにしておいて下さい。 

 さて、先週もお話させて戴きましたが、３月

19日～20日の２日間、熊本にてペッツが開催さ

れました。宮原会長エレクト、中島ガバナー補

佐が出席され、研修を受けられました。もう、



顔が輝き始めていらっしゃるようです。来週、

充分時間をとっておりますので研修報告をお願

い致します。 

 さて、残念なお知らせをしなくてはなりませ

ん。理事会で承認を致しましたが、ロータリー

のエキスパートとも言いましょうか、40年と２

カ月在籍戴きました大先輩の高嶋パスト会長が

退会される事となりました。数年前からお話は

戴いていたのですが、とうとう来てしまったと

言う感じです。もっと色々ご指導を戴きたかっ

たのですが、本人のご意志がとても固く残念で

すが！後でお話を戴けると思いますのでご報告

いたします。 

 そしてもう一方、蓑田啓悟君が退会されま

す。蓑田君に対しましては出席がなかなか出来

ない事もあり、理事会にても検討し又、推薦人

の片岡会長にもお願い致しましてお話をして戴

きましたが退会と言う事になりました。残念で

す。本人さんが自分で話をされればと思いまし

たが後で退会届を読ませて戴きます。 

 これで、私の年度のスタート時のメンバー数

69名となりました。また、素晴らしい方がい

らっしゃれば推薦をよろ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】 

・人吉商工会議所より「平成23年度民舞九州 

 地区大会」の開催に伴う入場券販売及びポ 

 スター掲示のお願いが届いております。 

・人吉青尐年育成市民会議より、有害図書等 

 環境調査の实施についてのお願いが届いて 

 おりますので、岩井新世代委員長にお渡し 

 いたします。 

・地区より、第28回RYLA出席のお願いが届い 

 ておりますので、立山ローターアクト委員 

 長にお渡しいたします。日時:4月23・24日 

・地区大会でデジタルカメラの忘れ物が有っ 

 たようですので、心当たりの方はご連絡く 

 ださいとのことです。 

・壽崎パストガバナーより、会報のお礼の葉 

 書が届いております。 

【例会変更】 

・八代单RC4/5→4/3 17:00～ 創立35周年記念 

  式典・祝宴の為  場所;八代グランドホテル 

・熊本グリーンRC3/28→18:30～花見例会の為 

・熊本東RC3/29→午前9時～第33回新世代の為 

 の青尐年卓球大会の為  熊本市総合体育館 

・熊本西RC4/12→4/9 17:00～創立25周年記念 

 式典の為      場所;ホテルキャッスル 

【本日の回覧】 

・ハイライト米山132号 

・玉名中央RC週報 ・多良木RC週報 

・財）麻薬覚せい剤乱用防止ｾﾝﾀｰよりﾆｭｰｽﾚﾀｰ 

【本日の配布】  

 人吉ＲＣ2641回会報・2650回会報 

   

～退会挨拶～     

                     高嶋康二会員  

 この度、一身上の都合により、

本日を以って退会させて頂く事に

なりました。 

 私は、1971年（昭和46年）１月

22日に入会以来、本日で 40年と

２ヶ月になり、この間、微力ながら、多くの委

員会活動や役職を務めさせていただきました。

そして、多くの会員の皆様方とロータリーライ

フを楽しむ事が出来まして、大変満足しており

ます。平成10年７月に本業の旅館業を閉館しま

して、今年で13年目なります。その間、何時退

会するか、考えて来ましたが、本年１月22日が

入会40年目の節目になる事から決断し、昨年

末、中川会長、宮原副会長には、お話をいたし

て参りましたが、２月27日に、人吉ＲＡＣ35周

年記念例会、３月12日の別府での地区大会があ

り、これには是非参加したいと思い、本日の退

会となった次第です。 

 これまで、私にお寄せ頂いた、会員皆様の温

かいご友情に心から厚く感謝申し上げます。最

後に、人吉ロータリークラブの益々の発展と皆

様のご健勝を祈念申し上げ、退会の挨拶と致し

ます。長い間、大変お世話になり有難うござい

ました。 
 
○蓑田啓悟会員からの退会挨拶を 

 中川会長が代読致しました。 

 

  

 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

    人吉ＲＡＣ第２例会のご案内 

 本日です。３月２５日（金）午後７時30分～ 

  場所；ひまわり亭 内容；料理例会 

  皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

 

    永江 浩委員 

本日の出席率 

会   員   数   71名   79.71% 

出 席 免 除 3名 3 / 1 1 例会出席率  76.81％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 16名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 98.55％ 

＊届け出欠席者  

 蓑田・片岡・高山・堤正・戸高・岡・漆野・大久保 

 有村・山本・愛甲英・小林清・大賀 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

＊メークアップ 

人吉ＲＡＣ35周年記念例会；片岡・川越・川上・木村 



 
～来訪者～        
     

 シンガーソングライター  

  天音美広 さん 紹介    
                    

               安達玄一会員   

 娘、天音美広は昨年の３月、歌手になる夢に挑

戦すると言って上京し丁度１年になります。今回

は結婚式で歌うために帰ってきました。 

 中川会長に無理を聞いて戴き、例会で活動報告

の時間を戴きました。今日配布してありますチラ

シをご覧下さい。实は今年の３月から東京ボーダ

レスＴＶという芸能関係のネットテレビで月２回

のレギュラー番組を持つことになりました。その

番組のコーナーにて、東京で活動している熊本県

人の人物紹介とお店紹介を取り上げるみたいで

す。まだ東京には知り合いも尐なく、沢山の人達

から色んな情報を戴き熊本県のために役立てたい

と頑張っていますので話を聞いて戴きますようお

願い致します。 

 

 ～天音美広さんより～ 

  インターネットテレビ 

  『Tokyo BorderlessTV』  

 ～天音美広のMiHi ROOM～ 

を、是非ご覧になってくださ

い。毎月第１・第３土曜更新 

  ◇美広さんの活動日記◇ 

 http://ameblo.jp/mihiro115/ 

 

 

 

 

 

 国際ロータリー第２７２０地区 地区大会  

        第１日目報告 

                青木一幸会員 

 さる３月12日の土曜日から翌13

日の日曜日の２日間にわたり、別

府市のビーコンプラザで開催され

ました、国際ロータリー第2720地

区の地区大会につきまして、参加

報告をさせていただきます。 

 あらためて申し上げるまでもありませんが、開

催日の前日11日に、東日本大地震が発生いたしま

した。当然のことながら、地区大会の開催につい

て、实施すべきか否か検討が行われたようです

が、九州新幹線全線開通を祝う式典や、その他

数々のセレモニー等が次々と中止または延期とな

る中で、最終的には地区大会は予定どおり開催さ

れました。なにせ、100年に一度と言われる出来

事が、それも前日に起きた訳ですから、大会舞台

裏の混乱は想像に難くありません。その意味で、

無事開催にこぎつけられた、今回のホスト役の大

分各ロータリークラブの皆さんには、あらためて

敬意と感謝の意を表したいと思います。 

 さて、私たち人吉ロータリークラブ参加メン

バーは、12日の早朝７時にゆめマート前に集合、

一路、貸切バスで開催地別府に向かいました。途

中、何度か休憩をとりながら、お昼は別府湾サー

ビスエリアで、遠く豊後水道を眺めながら、各自

おもいおもいに野外でのお弁当を楽しみました。 

 開催会場のビーコンプラザ内のホールは大変立

派なコンベンションホールでした。知る人ぞ知る

「アルゲリッチ音楽祭」が行われるホールとし

て、私も名前だけは承知していましたが、グラン

ドサークルも備えた大変瀟洒なホールで、そこに

総勢約1200名の2720地区のロータリアンが一堂に

会する光景は、やはり荘観なものでしたが、と同

時に私にとっては、ロータリーの人脈とその活動

のすそ野の広さをあらためて認識する場となりま

した。 

 若干、大会１日目の内容についても触れさせて

いただきますが、印象的であったのは、桑原会長

補佐のお話でした。ポジティブオーラ全開のご本

人のキャラクターもさることながら、レイ・クリ

ンギンスミス会長を筆頭とした国際ロータリー理

事会の運営形態やその理念などを大変平易にお話

しいただきました。先輩会員方には目新しいこと

でもなんでもないこととは思いますが、新米会員

の私にはロータリー組織の全体像を俯瞰する意味

で大いに参考となりました。 

 それと忘れてはならないのが、各種表彰のパー

トでした。わが人吉ロータリークラブは、大会最

多登録数クラブとして表彰を受け、引き続きその

存在感をいかんなく発揮いたしました。ちなみ

に、45名という登録数の多さだけでなく、中川会

長が壇上で表彰される際の、立山会員のホールに

響きわたる、ひときわ大きな歓声が、当クラブの

存在感をさらに確かなものとしていたことを、付

け加えさせていただきます。 

 予定どおり午後５時半に、大会１日目のプログ

ラムが終了した後、我々一行はホテルのある大分

市内に向かい、お待ちかねの夜のパート「人吉ナ

イト」の時間を迎えました。 

 「人吉ナイト」の会場は、市内随一のふぐ料理

の名店「ふぐ八丁」でした。翌日、大分市内に住

む知人に聞いたところ、当店は、リーズナブルな

値段で本物のふぐ料理を食べさせる、いわゆる

“お値打ちな店”として有名とのことでした。大

分市内のふぐ料理店はほとんどが臼杵市にあるお

店の出店で、門構え重視のお店が多いようです

が、「ふぐ八丁」は外観より中身重視、大分市内

発祥のお店で、しかもおかみが熊本出身というお

まけ付き。身の多いふぐのから揚げや湯引きして

毒抜きしたキモを巻いてのてっさ、それにひれ酒

と、久々にすばらしい料理に舌づつみを打ちまし

た。「人吉ナイト」は人数の関係から２つの座敷

北・小林祐・小林清・丸尾・増田・蓑田・宮原・宮山 

水野・村山・永江・永尾 



に分かれましたが、私は奥の尐し小さな座敷で、

高山会員の乾杯の音頭の下、いわゆる“若手班”

に同席をさせていただきました。尚、そこには紅

一点、妙麗の平田会員も加わっていただき、私た

ちを楽しくご指導いただきましたが、これぞまさ

に「ふぐとフク」を同時に心ゆくまで堪能させて

いただくひと時でした。 

 いずれにしましても、このようなすばらしいお

店を選択された中川会長はじめ、渡辺幹事の“夜

の散策の力量”に感じ入るとともに、あらためて

こうした親睦の機会をいただきましたことに感謝

申し上げたいと思います。ありがとうございまし

た。また二次会も、中川会長のご尽力により、大

分中央ロータリーの赤川会長のご紹介を受けたラ

ウンジでリラックスした時間を過ごさせていただ

きました。重ねて御礼を申し上げます。 

 次回は熊本での開催です。今回の大分の皆さん

に負けないようなホスピタリティ溢れる大会にで

きるよう、私も微力ながらご協力できればと思い

ます。 

 以上、甚だ雑駁ではありますが、私からの地区

大会一日目の報告とさせていただきます。 

 

 

       第２日目報告 

                       岩本光義会員 
 
 地区大会２日目の模様(要旨)について、以下の

とおり報告いたします。 
 
＜開会・点鐘＞ 

１．地区委員会報告 

次の地区各委員長等からこれまで

の取り組み内容について、簡卖な

報告がありました。(内容省略) 
 

・地区研修リーダー 

・地区広報委員長 

・会員増強委員長 

・地区奉仕プロジェクト委員長 

・ロータリー財団委員長 

・地区米山奨学委員長 
 
２．記念講演 

（講師 RI第2580地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 前川昭一氏） 

「ロータリーの奉仕活動について」の演題で講演

がありましたが、色々な話があり、纏めきれませ

んでしたので、話された内容を箇条書きにて報告

します。 

・600名もの学生を集め、財団法人和啓塾(男子大 

  学生・大学院生向けの学生寮）を55年間運営し 

  ている。和啓塾本館は、元首相 細川護煕氏の 

  祖父が建てられたものを借りている。この本館 

 は、東京都の指定有形文化財にもなっている。 

・2002、2003年のＲＩ会長は立派であった。 

 2003～ジョナサンＢマジィアベ＜ナイジェリア 

 出身＞(年度テーマ：手を貸そう） 

 2002～ビチャイ・ラタクル氏＜タイ出身＞(年  

 度テーマ：慈愛の種を播きましょう） 

・社会奉仕と職業奉仕があるが、一言で言うと 

 「ロータリーの綱領」が目的である。 

・奉仕活動を中心にどうしたら良いのか。我々は 

 職業人である。ロータリーの綱領は目的。自分 

 の倫理を高め、４つのテストで行動しなければ  

 ならない。 

・1932年 アメリカ・シカゴにおいて、ハーバー 

 ト・テーラー氏(1954～55 RI会長）が倒産寸 

 前の会社を救済するため、従業員の士気が下が 

 る中で考えて作ったのが４つのテスト（経営哲 

 学）である。どん底の中で考えたのが偉い。そ 

 して従業員、取締役等に徹底して实行させたこ 

 とである。 

・ロータリーほど優秀な人材がいるところはな 

 い、だからこそ気のきいたことをやれるのでは 

 ないか。地域社会に野心的にできるのでは。 

・不登校の生徒がいるのは、家庭の躾が悪い  

 為。学校崩壊に繋がっている。小中学校が土曜 

 日休みになったので、総合学習をさせようと思 

 い、大学生の塾を開いた。そして、きちんとし 

 た生活をさせる。これが奉仕の原点ではない 

 か。 

・日本の国会がおかしいのは、出来もしない事を 

 言っているからである。ただ、良い点をあげれ 

 ば事業仕分けをやったことくらいである。 

 ロータリーも事業仕分けをやったらどうか。 

 チャチな奉仕活動など止めた方が良い。 

 ＲＩは会員増強だけを口酸っぱく言うが、クラ 

 ブには自主性があるのだから、ロータリークラ 

 ブらしい奉仕活動をして欲しい。 

・ロータリアンには立派な人が沢山いる。卓話の 

 リストを作った。それに基づきスピーチ（講 

 演）をさせている。以上。 

◎講師が何を話されたかったのか、私なりに考え

てみましたが、良く分かりませんでしたが、

｢ロータリーの奉仕活動は、自主権のあるロータ

リークラブで考え实行して欲しい。｣ではなかっ

たかと思いました。 
 
＜フィリピン育英会バギオ基金の紹介＞ 

 バギオとはフィリピンの首都マニラの北250㎞

にある町である。1500ｍの高地にあり、涼しいと

ころである。サマーキャピタルとも呼ばれてい

る。そこに日系フィリピン人がいる。なぜ日系人

が住んでいるかと言うと、明治時代に行われたバ

ギオ山頂まで続く道路工事が難工事であったた

め、真面目で勤勉な日本人を労働者として募集

し、無事完成させたことがはじまりであり、現地

に残った日本人がフィリピン人と結婚したりし

て、現在も住んでいる。太平洋戦争時、日本軍は

フィリピンに60万人が上陸し、山下奉文(ﾔﾏｼﾀﾄﾓﾕ

ｷ)陸軍大将が終戦まで戦った地である。戦争時、

日本軍は日本語が出来る日系フィリピン人に協力

させた。終戦後は、日系フィリピン人が日本軍に



協力したことで、現地人から迫害を受けるように

なったため、バギオ山中に隠れ住むようになっ

た。これを、戦後30年位経った頃、フィリピンに

渡られたシスター海野(ｳﾝﾉ)が知り、山中から救

出していった。救出された日系人は教育を受けて

いません。その子供たちに教育を受けさせるため

に設立されたのが、｢バギオ基金」です。「バギ

オ基金」は、クラブの入会、個人での入会があり

ます。詳しくは「ロータリーの友５月号」にて紹

介しますのでご覧下さい。 

 現在、3,100人がマニラの高校、カレッジに

通っている。７名の留学生を受け入れている。 
 
３．大会各委員会報告 

（1）登録委員会 地区大会への登録者数が次の 

とおり報告された。 

 地区内；会員1,082名・家族30名  

 国内；会員11名・家族4名  

 海外；会員19名・家族10名 

 米山奨学生；7名 

 財団学友；8名 

 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ；11名 

 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ；27名 

 事務局；7名 

  以上、総合計1,216名 

(2)信任状委員会 

 本日3/13、午前8時30分から信任状委員会を開 

催し、75クラブ（1/1現在2,337名、選挙人103

名）の信任状が全クラブから提出され、全てが適

正であることを確認した旨の報告。 

(3)選挙管理委員会 

  昨日3/12、コンベンションセンターにおいて

選挙管理委員会を開催した。選挙すべき事項がな

いことを確認した旨の報告。 

(4)大会決議（案）発表 

 第１号から第９号までの決議内容が読み上げら

れ、満場一致で大会決議が採択された。なお、決

議第９号は今回発生した東北大震災により急遽追

加されたものである。 

・決議第1号 国際ロータリー会長の本年度目標 

 に協力する件  

・決議第2号 国際ロータリー会長に対し、会長 

 代理の派遣に感謝する件 

・決議第3号 国際ロータリー会長代理 桑原茂 

 ご夫妻に対し感謝する件 

・決議第4号 直前ガバナー 山崎勝君ご夫妻に 

 対する感謝の件 

・決議第5号 ポリオ撲滅キャンペーン協力する 

 件 

・決議第6号 地区資金決算報告書承認の件 

・決議第7号 ニューオリンズ国際大会に参加す 

 る件 

・決議第8号 ホストクラブ、コホストクラブ、 

 大分県並びに大分市、別府市及び関係諸団体に 

 対し感謝する件 

・決議第9号 東北大震災に対し、義援金をおく 

 る件 

 3/11発生した東北大震災に対し、出来る限りの 

 支援を行う。 
 
４．ガバナーエレクト・ガバナーノミニー紹介 

 ・ガバナーエレクト 

   熊本城東RCの本田光曠(ﾐﾂﾋﾛ）氏 

 ・ガバナーノミニー  

   大分中央RCの岡村泰岳(ﾔｽﾀｶ）氏 

 が紹介された。 
 
５．次年度地区大会ホストクラブ挨拶  

 次年度地区大会ホストクラブの熊本城東RCから

挨拶あり。 
 
６．表彰 

・ローターアクト地区代表表彰として、八代ＲＡ 

 Ｃの松本寛朗氏を表彰。 

・インターアクト年次大会担当クラブ会長表彰と 

 して、インターアクトクラブ 福徳学院高等学 

 校を表彰。 
 
７．お知らせ 

・ローターアクト次年度大会（ホスト；大分ＲＡＣ） 

 10月8日～9日、大分健康ランドにて開催 

・インターアクト次年度大会（ホスト；別府商業高校ＩＡＣ） 

 7月30日～31日湯布院「青尐年の家」にて開催 
 
８．直前ガバナーへの記念品贈呈 

・木下光一ガバナーから直前ガバナー山崎勝氏に 

 記念品を贈呈 
 
９．ガバナー大会所感 

・木下光一ガバナーは、地区大会の目的である 

 「学び交流を図る場」として開催できたこと、 

 出身地が地震による被害を受けたにも関わらず 

 ＲＩ会長代理としての任務を全うしていただい 

 た桑原茂ご夫妻に深く感謝している旨の所感を 

 述べられた。 

＜閉会・点鐘＞ 

  
【ニコニコ箱委員会】 

・浦田会員 ○高嶋会員の退会残念です。40年間御 

 苦労様でした。○孫が高校に2人、大学へ1人合格 

 しましたので!!             5,000 

・中川会長 高嶋パスト会長、これからも色々、ア 

 ドバイスをお願いいたします。ありがとうござい 

 ました。天音美広さん、ようこそいらっしゃいま 

 した。頑張って下さい。         2,000 

・渡辺幹事 高嶋パスト会長、永い間ご苦労様でし 

 た。今後とも宜しくお願いします。    2,000 

・伊久美会員 このたびの高嶋会員の退会を非常に 

 残念に思っています。多分名誉会員に推薦される 

 と思いますのでお会い出来ますものと楽しみにし 

 ています。               2,000 

・赤池会員 高嶋康二さんとの長い間のお付き合い 

 有難うございました。          2,000 

・有馬会員 高嶋パスト会長40年に亘り、人吉ＲＣ 

 に多大なるご貢献を頂き、有難うございました。 



 大分への車中、多くの貴重なお話をして頂いたこ 

 と、私の財産となっています。ＲＣ退会なさり寂 

 しくなりますが、今後とも変わらずご指導下さい 

 ますようお願い申し上げます。      2,000 

・馴田会員 高嶋会員アクト時代より約30年間お世 

 話になりました。ご苦労様でした。天音さん、ご 

 活躍期待しています。私、同級生の裕香(ﾕｶ)の父 

 です。                 1,000 

・山賀会員 高嶋会員、永い間大変お疲れ様でし 

 た。人吉ロータリークラブの智恵袋の会員が退会 

 される事は非常に残念です。せめて私の年度中ま 

 で在籍して頂けたらと思っております。  2,000 

・岩本泰典会員① 高嶋康二君の退会、さみしくな 

 ります。彼とは同級生ですが、ロータリーの事を 

 二つ教えて頂きました。有難うございました。今 

 後は武末憲一君と二人で、国宝青井さんロータ 

 リークラブの設立をするのでは？と思います。 

                     2,000 

・岩本泰典会員②天音美広さん、例会に参加頂き有 

  難うございました。昨年の人吉高校関東地区同窓 

  会で歌って頂き、これも有難うございました。 

                                         2,000 

・山田会員 とても淋しい思いです。高嶋様の退会 

 が。今日迄多くのご指導を戴きありがとうござい 

 ました。今後奥様と仲良く元気で過ごされんこと 

 を願っております。           2,000 

・和田会員 高嶋会員退会、残念です。いつも色々 

 お世話になりました。          1,000 

・延岡会員 高嶋様、40年という永きにわたるロー 

 タリー活動に敬意と感謝を申し上げます。これか 

 らもロータリーの色んな催しに元気なお顔をお見 

 せください。              2,000 

・田上会員 ○高嶋様、御指導有難うございまし 

 た。○天音美広さん、大変感動しました。活躍を 

 期待しております。○東京電力の福島第１原子力 

 発電所事故では、同じ原子力事業者として大変ご 

 心配をお掛けしております。後日改めて我社の対 

 応状況等について詳しくお話をさせていただきま 

 す。                   2,000 

・堤脩会員① 私の病院付属の認知症対向型のグ 

 ループホーム（最尐ユニットの９床)が完成しま 

 した。4月にオープン致します。     10,000 

・堤脩会員② 高嶋会員、退会残念です。今後も宜 

 しくお願い致します。          2,000 

・安逹会員① 高嶋会員には入会以来、ロータリー 

 のいろは を色々と教えて頂き有難うございまし 

 た。今後もご指導頂きますようお願い申し上げま 

 す。                  5,000 

・安逹会員② 東京で活動されているお店情報や人 

 物情報がありましたら、天音美広か私の方まで連 

 絡下さいますようよろしくお願い致します。今日 

 は親バカにお付き合い頂き、有難うございまし 

 た。                  5,000 

・井手会員 高嶋パスト会長、これまでありがとう 

 ございました。ロータリーのこと、人生につい 

 て、色々と御指導頂きました。      2,000 

・馬場会員 ○高嶋さん、ロータリー40年間御苦労 

  さまでした。4年間御一緒させていただき光栄に 

 思っております。○人吉出身天音美広さん、益々 

 美しい声に磨きをかけて広い空に響かせてくださ 

 い。今後期待しております。4/1.4/2のオペラ椿 

 姫の公演は8/18.8/19に延期いたしました。4/2は 

 県劇でチャリティーコンサートが決定しました。 

 詳しいことは馬場まで…。        1,000 

・立山会員 昨晩、東間校区の婦人部の勉強会に片 

 岡さんと共に講師として、暮らしに役立ち隊も呼 

 ばれました。見学に来られた宮山さんから「い 

 やーよかったよ」と言っていただきうれしかった 

 のでニコニコします。          1,000 

・齊藤会員 大分の地区大会をドタキャンしまし 

 た。仕事の都合上とはいえ、大変ご迷惑をおかけ 

 しました。親睦委員長として申し訳ありませんで 

 した。フグが残念!! 高嶋会員へ、新入会員の時 

 からいろいろお声かけいただきました事に感謝し 

 ます。                 5,000 

・中島会員 高嶋パスト会長、永い間お世話になり 

 ました。入会時の会長さんでした。    2,000 

・釜田会員 高嶋さん、永い間御苦労さんでした。 

                                        2,000 

・鳥井会員 高嶋会員、退会残念です。これからも 

 ご指導お願いします。          2,000 

・武末会員 高嶋さんには長い間、色々と御指導頂 

 きまして有難うございました。お陰様でロータ 

 リーライフを楽しむことが出来ました。今後は名 

 誉会員として御指導下さいますようお願い致しま 

 す。                  2,000 

・浅野会員 地震の影響で部品の入りが悪くなって 

 きました。私があせってもどうにもなりません 

 が、決めなければならない事が多く、早退しま 

 す。高嶋会員、ありがとうございました。別の会 

 でお会いしましょう。          1,000 

・葉山会員 ①高嶋パスト会長の退会は残念です。 

 例会場のみならず、帰りの道すがら色々なお話を 

 御指導を頂き、大変お世話になりました。②天音 

 さんのすばらしい歌声ありがとうございました。 

 地元のアピール宜しくお願いします。ＣＤはお父 

 さんから買わせて頂きました。      2,000 

・鳥越会員 高嶋さん、お世話になりました。 

                                         2,000 

  ニコニコ･ごめんねカード3/25合計73000 
 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 
・宮原会員 高嶋さんの退会、大変残念です。永い 

 ロータリー生活、本当にお疲れ様でした。 1,000 

・立山会員① 美広さん、よくいらっしゃいまし 

 た。夜はアクトが待ってます。これからも頑張っ 

 てください。                           1,000 

・立山会員② 高嶋パスト会長の退会、驚いており 

 ます。来年の地区大会で40年100％出席で表彰さ 

 れる時は、会場で一番大きな拍手をするつもりで 

 した。教えていただいたことは私の財産です。あ 

 りがとうございます。          2,000 

・和田会員 安逹さん、よくいらっしゃいました。 

 頑張ってください。           1,000 

・宮山会員 早退します。                 1,000 
 
 
      点 鐘   中川貴夫会長 


