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 東北・関東大震災は、全世界より支援の輪が

大きくなりつつあるようです。私たちも、日本

人として効率的、効果的な支援活動に努力して

いかないといけないと思います。 

  さて、先週の例会時にお話いたしました様に

皆様からの一人2,000円を戴き、29日までに地

区に送金する事をお伝えいたしましたが、それ

と並行して例会時に義援金箱をまわした所、皆

様の温かい気持ちが義援金箱にも 

146,215円あつまり合計286,215円になりました

ので13,785円をクラブ（特別会計）から出して

300,000円を早々送りました。報告を致しま

す。 

 そしてこれから先も支援をしていかなければ

ならないとお話を致しましたが、その折、中華

民 国 台 北 稲 江 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ よ り、

1.000.000円を寄付したいとの申し出があり、

人吉ロータリークラブを通じて義援金を寄付し

て欲しいとの連絡が届きました。人吉ロータ

リークラブの口座に送金するとの事で、事務局

の緒方さんにお願い致し肥後銀行の口座を稲江

ロータリークラブにＦＡＸ致しました。その

後、今度は韓国慶山ロータリークラブからも義

援金の申し出が届き、同じように銀行口座をＦ

ＡＸ致しました。 

 両国からの温かい支援を戴いたと言う事は、

それぞれのクラブと共同で義援金を送金する事

となります。稲江ＲＣと人吉ＲＣ、慶山ＲＣと

人吉ＲＣ。 
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 慶山ＲＣからの金額がまだ分かっておりませ

んが送金された分をプラスして義援金寄付しな

ければならないと考えるのが当たり前でしょ

う。 

 人吉ロータリークラブの皆様も其々業界で寄

付されている事と思いますので、今日、理事会

で私が友愛基金担当理事の高山理事に申請を出

させて戴きました。理由は、「災害に遭われた

方々の経済向上発展に寄与する。」と言う事で

す。しかし、義援金と言うのは、それぞれ個人

がお金を出し合って協力するのが本当の姿（本

質）であろうと思いますので、今年、会員の皆

様から友愛基金を戴いておりませんが、１人１

年10.000円を寄付して戴き、足らない部分を友

愛より出して戴けないかとの思いで申請致しま

した。また、送金方法は、ロータリー地区を通

して行ないます。その方が、明確だと思いま

す。義援金に関しましては以上ですが、ご協力

お願い致します。 

 さて、３月26日（土）豊後高田ロータリーク

ラブの創立50周年記念式典に出席致しました。

豊後高田ＲＣは昭和36年３月16日に中津・別府

両クラブをスポンサークラブとして誕生したク

ラブです。会員32名で発足しましたが、50年

経った現在は53名で運営されております。 

 金谷吉弘会長は、１人、チャーターメンバー

であり初代の会長を務め50年目の会長でありま

す。「会員より 50周年の会長をお願いしま

す。」と言われたときに「生きておればね？と

言ったのですが」と話されましたが、本人いわ

く「50年と云う歳月を思うと感慨深いものがあ

ります。」と話されていました。 

 人吉ＲＣクラブ同様、韓国の釜山新海雲壷Ｒ

Ｃと姉妹締結され19年目になるとの事で、毎年

子供たちのホームステイ交流も行っており、深

い繋がりから大挙してお祝いに駆けつけてい

らっしゃいました。 

 50周年の本年度はロータリアン相互の絆、親



【環境保全委員会委員会】 延岡研一委員長 

 早朝例会の案内です。来る４月15日(金)の例

会は、例会時間を朝に変更して、環境保全委員

会事業、村山公園内の早朝清掃を行います。午

前６時半から７時まで清掃、７時からロータ

リー時計塔前で例会となります。皆様にＦＡＸ

でご案内をしますが、朝食(弁当)の用意があり

ますので４月８日(金)までに出欠の返信をお願

いします。尚、雤天の場合は、青井神社参集殿

にて午前６時30分より例会となります。 

 詳しくは案内ＦＡＸをご覧ください。皆様の

多くのご参加を宜しくお願い申し上げます。以

上です。 

 

【親睦委員会】       葉山稔洋委員 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  岩井和彦副委員長 

本日の出席率 

会   員   数   69名   76.12% 

出 席 免 除 3名 3/18例会取り止め 

欠 席 者 数 15名 
 

出 席 者 数 51名 

＊届け出欠席者  

  堤脩・齊藤・岩本光・永江・水野・石原・浅野 

  塚本・愛甲英・山本・堀・馬場・尾上・木村・小林清 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

４４４月の結婚記念日 月の結婚記念日 月の結婚記念日  

１日 山賀勝彦 会員 

２日 愛甲英二 会員 

３日 愛甲  康 会員 

３日 堤 正博 会員 

６日 石原弘章 会員 

７日 大賀睦朗 会員 

１５日 馴田信治 会員 

１５日 水野虎彦 会員 

１８日 山田仁法 会員 

２０日 丸尾 孜 会員 

２１日 戸高克彦 会員 

２２日 小林清市 会員 

子・家族の絆、社会との絆等々「絆」をテーマ

として取り上げ、記念事業として子供を肩車し

た「父子像」を作成・新公園に設置、また30周

年事業で寄贈された「母子像」とあわせ、親

子・家族の絆を表現されたそうです。先を見据

えた計画的事業であると感銘いたしました。 

 また、豊後高田の風景やイベントを納めたＤ

ＶＤを作成し、これを毎年、中学校の卒業生に

配布しており、故郷との絆を強め郷土愛の育成

に役立てて欲しいと願っておられるようです。

また、記念講演は、森永卓郎氏の、「今何が起

こっているのか？世界経済と日本経済」と言う

演題で行われました。以上、豊後高田の創立50

周年記念式典の報告とさせて戴きます。 

 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 
 

＜4月1日定例理事会承認事項＞ 

○４月15日（金）例会の時間変更について 

＜早朝例会＞午前６時30分～７時まで村山公園

清掃、７時より例会→承認 

【連絡事項】 

・第2720地区青尐年交換委員会より、交換留学 

 開始のお知らせが届いております。 

  派遣学生の募集 

   年  齢；16歳～18歳 

  期  間；平成23年7月末～8月末   

  派遣先；ハンガリー 

  受け入れホストファミリーの募集 

   年齢;16歳～18歳 

   期間；平成23年7月初め～7月末(2週間で交代) 

【例会変更】 

・熊本東ＲＣ4/5→19:00～熊本ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ11F 

      ｢東釜山RC歓迎花見例会｣のため 
   
 Multiple PaulHarris Fellow 

      有村隆徳会員 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

    人吉ＲＡＣ第１例会のご案内 

   ４月８日（金）午後７時30分～ 

   場所；杉松君のダンススタジオ 

      （人吉一中正門入口の横） 

   内容；ダンス例会 

    お待ちしております！ 

 ロータリー財団の寄付

累計が2000＄になられた

有村隆徳会員へロータ

リー財団より、感謝の言

葉とマルチプル･ポール･

ハリス･フェローのラペル

ピンが届きました。 

444月のお誕生日 月のお誕生日 月のお誕生日  

２日 渡辺洋文 会員 

５日 原田知一郎 会員 

９日 川越公弘 会員 

１２日 永江 浩 会員 

１５日 赤池利光 会員 

１５日 堤 正博 会員 

１７日 牛島スミ子 会員 

２６日 武末憲一 会員 

２９日 大賀睦朗 会員 



   ２０１１～２０１２年度 

     会長エレクト研修セミナー    

       （ＰＥＴＳ）報告 

 

           宮原和広会長エレクト 

 今日は４月１日(金）、ちょうど３週間前の３

月11日(金)に東日本大震災が発生致しました。そ

の翌日の３月12日、13日に大分の地区大会に出席

し、その週の３月19日(土)、20(日)に熊本県立劇

場にて会長エレクト研修セミナーが開催されまし

た。 

 当日、とうとうこの日が来たかと思いつつ、中

島ガバナー補佐エレクトを迎えに行きました。と

いうのも次年度は当クラブより６分区のガバナー

補佐エレクトとして中島博之会員が選任されてい

ます。心強い限りで会場へと向かいました。 

 セミナー会場には、ガバナー、ガバナーエレク

ト、ガバナーノミニー、来賓者、12名のガバナー

補佐エレクト、75クラブ会長エレクト、ホストク

ラブの会員で優に100名を越えていて、些か緊張

を致しました。 

 19日(土)13時、本田ガバナーエレクトの点鐘

後、東日本大震災で亡くなられた方への黙祷があ

りました。それから、ホストクラブの熊本城東RC

井上会長挨拶、本田ガバナーエレクトより来賓・

参加者の紹介、そして木下ガバナーより本田ガバ

ナーエレクトのご活躍と、クラブ会長エレクトの

皆さんが充実した一年を過ごされますようにとの

挨拶がありました。その後、本田ガバナーエレク

トより「クラブ会長エレクトの皆さんへ」と題

し、基本方針を話されました。 

 次年度ＲＩ会長エレクト；カルヤン・バネル

ジー氏はインドの方で、国際テーマを「こころの

中を見つめよう、博愛を広げるために」と発表さ

れ、その強調事項として『家族・継続・変化』を

挙げられています。 

 第一の強調事項は 家族― 万事は家族から始

まり、ロータリアンが行う奉仕すべての出発点は

家族にある。 

 第二の強調事項は 継続― ロータリーの奉仕

で、安全な水の提供、疾病の予防、識字率の向

上、新世代活動等を続けてきました。そしてこれ

からも続けていかなければならない。同時に、改

善すべきこと、変えるべきことは何かを見定め必

要な変化をもたらしていく行動が必要である。 

 第三の強調事項は 変化― 平和、調和、友情

の精神の中で、変化をもたらすためには、まず自

分の中にこそ変化をもたらす必要がある。 

 本田ガバナーエレクトは、マザーテレサの言葉

に「愛の反対は何かと問われた時、皆は憎しみと

思うかもしれないが、実は愛の反対は無関心なの

です」ということを引用され、家族、周囲の人、

身近な人を救う心を持って自分自身を変化させま

しょう。次年度地区の掲げるスローガンは「心機

一転」です。 

１．３ヶ年の長期計画作成 

２．ＣＬＰの導入検討 

３．ロータリー家族の充実 

４．公共イメージと認知度の向上 

５．クラブの柔軟性と多様性の増進 

 これを実現するためには、長期的ビジョンを描

き目標を定め、継続的に一貫性を保ち、質の強

化、組織の強化、リーダーシップをもった人材の

養成が必要であると述べられ、「穴（奉仕）は深

く掘れ、直径（人の輪・交流の輪）は自ら広が

る」の精神で邁進していき、そして「入りて学び

出でて奉仕せよ」という理念のもと行動に表しま

しょう、と締めくくられました。その後、「長期

計画についてのシンポジウム」という題で、モデ

レーター、７名のパネリストによる質疑応答があ

りましたが、会場からは長期計画とはどのように

すればいいのかという質問ぐらいで、あとは各ク

ラブの苦情みたいな質問に変わったようでした。

１７時に１日目のセミナーが終了致しました。 

 ２日目、９時の点鐘で始まり、次年度地区予算

について説明があり、その後８グループに分かれ

て約１時間20分のグループ討議に移りました。私

は第７グループで、リーダーに角山ガバナー補佐

エレクト（大分第４分区）、サブリーダーに中島

ガバナー補佐エレクト、アドバイザーに西島パス

トガバナー、そして、宇佐2001、大分中央、荒

尾、熊本平成、湯布院、津久見、熊本05福祉、八

代東、西天草の会長エレクトセミナーで討議に入

り、１人５分程度の持ち時間で各クラブの現状を

報告されましたが、それぞれのクラブで色々な奉

仕をされていて大変参考になりました。その反

面、会員不足、会員間の人間関係、予算の問題

等、大変苦慮されておられるようでした。当クラ

ブにおいては、会員数は多い、予算面でも心配な

い、何一つ不平な話はしませんでしたから、むし

ろ自慢話に聞こえたのではないかと思います。 

 グループ討議が終わり、休憩を挟んで各グルー

プ代表発表がありましたが、どのグループからも

時間が足りずに現況報告だけに終わったようでし

た。私の第７グループからは、大分中央の赤川会

長エレクトが発表されましたが、まず最初に人吉

ロータリークラブの事を言われました。「71名の

会員を数年維持されていて羨ましい」と言われた

瞬間会場からワァーッと喚声があがりました。

あ、やっぱり自慢話に聞こえたんだなあ、と思っ

た次第でした。 

 最後に木下ガバナーの講評があり、「各クラブ

色んな問題が大小あるかもしれませんが、皆さん

頑張ってください。一番大事な事は自分のクラブ

です。会長エレクトの皆さん自分のクラブの舵取

りを宜しくお願いします。」と述べられました。 

 11時30分、本田ガバナーエレクトの点鐘で２日

間に亘るセミナーが終了しました。この２日間の

セミナーを終えて感じたことは、何度も長期プラ

ンという言葉が繰り返されました。単年度でな

く、前年度、本年度、次年度の３ヶ年で長期計画

立案し、クラブの充実を図っていくと共に、会員



同士の絆が深まることによって、より良いクラブ

運営の基礎ができるのではないかと、現在模索中

です。 

 最後に、人吉ロータリークラブは諸先輩が築い

てこられた素晴らしいクラブだと改めて痛感して

おります。 以上で報告を終わります。 

 

 ＰＥＴＳに参加して  
 
       熊本第６分区 

       中島博之ガバナー補佐エレクト            

 昨年10月29日の例会日にガバ

ナー補佐エレクトの委嘱状を頂

きました。翌日10月30日から研

修会が始まりました。２回目は

11月21日、３回目は１月15日、

この日からガバナーエレクトは10日間の国際協議

会に出席、ガバナーエレクト不在の中でも続きま

した。毎回 毎回ガバナー補佐の役割と責務につ

いて・・補佐を受けるときの気持ちはガバナーと

分区クラブとの連絡係り・・その位の軽い気持ち

でしたので、６回の会議に出てもその気持ちは変

わりません。連絡係以上のものを求められても出

来ませんので それ以上は求めないで下さい・・

と、他のクラブにもお願いいたします。ガバナー

はどんどん若返る、補佐はだんだん年増となって

いく―   

 補佐の役割はどんどん強くなっていく。そんな

感じがしてなりません  

 ４回目は2月19日、地区チーム研修セミナーで

す。次年度の役員総勢60数名の顔見せ研修会でし

た。本田エレクトから2011年1月15日から、10日

間カリフォルニア州サンディエゴで開催されまし

た国際会議に出席して・・と報告されました。全

世界200ヶ国以上の地区ガバナー532名が参加。Ｒ

Ｉ会長夫妻との記念撮影も1日では終わらないそ

うです。次年度会長のカルヤン･バネルジー氏の

紹介からＲＩテーマ｢こころの中を見つめよう 

博愛を広げるために｣と紹介されました。解釈の

仕方は、いろいろでしょう。17日の地区協議会に

は、我がクラブからも多数の参加がありますので

分かり易い解釈が出るでしょう。 

 クラブ公式訪問の日程が示されました。基本的

には全クラブ訪問を計画されているようです。人

吉クラブの予定は、9月30日(金)です。 会長幹

事、そして次年度の会長幹事も同席を希望されま

した。いよいよ4月17日(日)の地区協議会は、会

長・幹事・地区委員・部門別に参加される方の研

修会です。この協議会からいよいよ2011年～2012

年度に向かって突き進んでいきます。協議会に参

加された委員会の方々の報告をしっかりと聞いて

ください。大体次年度が 見えてくると思いま

す。私も研修会で頂きました沢山の資料をしっか

り復習して、５クラブの皆さんと頑張りたいと思

います。ご協力お願いいたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】  北昌二郎副委員長 

・延岡会員 3月30日、九州電力人吉営業所の電 

 柱の研修施設をお借りして昇柱訓練と通信ケー 

 ブルの架線訓練をさせていただきました。安全 

 第一、田上所長お世話になりました。  1,000 

・宮原会員 有村さんマルチプルP･H･Fおめでと 

 うございます。            1,000 

・中川会長 いよいよ宮原年度がアイドリングを 

  始めました。7月に向かって頑張って下さい。 

 中島ガバナー補佐頑張っていきましょう!!おめ 

 でとうございます。          2,000 

・有村会員 マルチプル・ポール・ハリス・フェ 

 ローを戴きました。          1,000 

・大賀会員 誕生祝いと結婚のお祝いをいただき 

 ました。お陰様で航空券もシルバー割引を利用 

 させていただいております。ありがとうござい 

 ました。               3,000 

・牛島会員 皆さんで誕生祝いをして頂き有難う 

 ございました。お陰様で今年も元気で誕生祝い 

 を迎える事が出来ました。       2,000 

・川越会員 誕生祝、ありがとうございました。 

                                       1,000 

・原田会員 誕生御祝記念品有難うございまし 

 た。45歳になり髪型に追いつきました。 2,000              

・戸高会員 結婚祝ありがとうございます。当日 

 に忘れないよう注意しておきたいと思います。 

                    2,000 

・堤正博会員 本日誕生祝・結婚祝いただきまし 

 た。満69歳、結婚満43年になるのだと思いま 

 す。ありがとうございます。      5,000 

・岩本泰典会員 離婚一歩手前でしたので忘れて 

 おりました。結婚誕生４月１日でした。 2,000                     

・武末会員 ○誕生日のお祝いありがとうござい 

 ました。4月26日にて70歳（古稀）になりま 

 す。○先月のロータリーコンペで岩本さんに変 

 則打法の御指導をいただき足の関節を痛めまし 

 た。皆さん気を付けてください！     2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード4/1合計24000 
 
     点 鐘   中川貴夫会長 

４月例会予定 

4/8 12：30～ Ｒ友紹介 外部卓話（九州電力㈱） 

4/15  6：30～ 早朝例会 村山公園清掃 

4/22 12：30～ 外部卓話（日本銀行熊本支店）  

4/29 例会取り止め 

     ４月の行事及び会合 

4/8(金) 人吉RAC例会19:30～ 杉松君のダンススタジオにて 

4/9(土) 熊本西ＲＣ創立25周年式典17:00～ 

4/10(日) ゴルフ愛好会月例ゴルフ チサンCC 9:30 

 4/15(金） 人吉RAC例会 ひまわり亭19:30～ 

4/17(日) 2720地区 地区協議会 崇城大学10:00～ 

    詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 


