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      中川貴夫会長 
  

 先週４月29日(金)は昭和の

日の祭日で、例会は休みとさ

せて戴き、２週間ぶりの例会

となりました。皆様、連休い

かがお過ごしでしたか？ 

 ５月２日、恒例のクリーン

人吉早朝清掃に参加戴きまし

た皆様、ありがとうございました。清掃場所の

相良護国神社へ集合戴いたメンバーは30名でし

たが、もし業界・企業で参加された方がいらっ

しゃればメークアップになりますので事務局に

報告をよろしくお願い致します。 

 そして、準

備戴いた延岡

委員長はじめ

環境保全の委

員の皆様、あ

りがとうござ

いました。 

 

通  算  2 6 5 6回 

2 0 1 1 年 5 月 6 日 

第 39 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 

会報編集 牛島スミ子副委員長 

 ５月ともなれば私の年度も最終例会を目指

し、ゆっくりと宮原年度に移行していく時期

なのですが、私の年度は、まだまだ最後まで

皆様に協力をお願いしなければなりません。 

 まず、先週もお話したと思いますが、５月

21日（土）開催のＩＭ参加です。来年は中島

ガバナー補佐を我がクラブより輩出しており

ます。是非とも多くのメンバー（３年未満の

会員）参加をお願い致します。来年は、人吉

ロータリークラブがＩＭを担当・開催しなけ

ればなりませんので、次期役員さんの参加を

戴ければ幸いです。 

 又、５月27日(金)は、３クラブ合同例会で

す。夜の例会となり人吉クラブがホストとな

ります。 

 最後が、すでにご案内はしておりますが６

月18日(土)・19日(日)の地区ローターアクト

研修会です。ロータリーの会員の皆様には前

日の合同、開会式・懇親会参加をお願い致し

ます。木下ガバナーをはじめ寿崎パストガバ

ナー、岡村ガバナーノミニーが参加されます

が、それより人吉ローターアクトのメンバー

が人吉で開催をするという事での親クラブと

してのバックアップをお願い致します。２月

27日(日)ローターアクトの３５周年を実行

し、今年度、卒業を迎えるメンバーをまじえ

最後の地区研修会を行います。改めて、再度

ご案内を致しますので是非手帳に入れておい

て下さい。宜しくお願い致します。 

 ５月は、ロータリーの為の月間はありませ

んがクラブ創立記念日が25日であります。新

しいメンバーの皆さん覚えておいて下さい。 

 今日は地域発展委員会による地域発展功労

者の表彰式です。委員会を開催し協議して戴

き２団体を決定させて戴きました。受賞され

た皆様にはこれまでの活動に敬意を表しま
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  地区ローターアクト研修会の御案内 
       第26回地区ＲＡ研修会 実行委員長 

             人吉ＲＡＣ 桝田 賢君             

  本日は貴重なお時間を頂

きありがとうございます。

６月18日～19日に開催され

る2720地区ＲＡ研修会の案

内に参りました。 

 今年度は人吉で開催となり、人吉ローター

アクトクラブがホストを務めます。場所はあ

ゆの里にて、日程は18日(土)３時からのアク

ト会長幹事会終了後、午後６時より開会式、

懇親会となっております。翌19日は９時より

分科会～全体会、昼食を挟み、１時から卒業

式～閉会式解散となります。 

 地区からは木下ガバナー他役員が10名ほど

お見えになられます。ロータリアンの皆様の

多くのご参加を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 
 

【職業奉仕委員会】    塚本哲也委員長 
    職場訪問例会のお知らせ 

       ５月20日(金)  

  訪問先：繊月酒造株式会社 新町  

  時 間：昼食12時～例会12時30分～   

 後日ＦＡＸにて御案内します。昼食の用意

がございますので締切までに出欠の返信をお

願いします。 

 

【ローターアクト委員会】  丸尾 孜委員 
   人吉Ｒ：＜第一例会のお知らせ 

       本日５月６日(金)  

     場 所：ひまわり亭  

     時 間：１９時３０分～ 

 出席できる方はアクト委員会までお知らせ

ください。参加お待ちしております。 

 

 

す。後から本田委員長より受賞に至った経

緯、内容を説明戴くと思います。受賞されま

した皆様おめでとうございます。 

 今日は、行事がいっぱいなので会長の時間

はこれで終わります。 

  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 
 

 
＜5月6日定例理事会承認事項＞ 

①5月21日IMの件；クラブ負担金２万円、参加 

 費会員6000円夫人4000円→承認 

②川上博久会員退会の件；5/6付け退会→承認 

③5月20日(金)職場訪問例会の場所と時間の変 

 更の件 場所:繊月酒造株式会社  

     時間:昼食12:00 例会:12:30より 

                 →承認 

④5月27日３クラブ合同例会の件 

   場所:あゆの里 時間:19:00～会費3000円  

                 →承認 

⑤友愛基金の預金方法の変更の件  →承認 

【連絡事項】 

・熊本西ロータリークラブより、創立25周年  

 記念式典及び交流会出席のお礼が届いてお 

  ります。 

・人吉中央ロータリークラブより３クラブ合 

 同コンペの案内が届いております。 

   5月22日(日)球磨ＣＣ10時23分スタート。 

・2720地区国際奉仕委員長 赤山様より国際奉 

 仕に関するアンケートの集計結果報告のCD 

 が届いております。 

【例会変更】 

八代南RC5/10→清掃の為11:30～ 

    〃  5/24→全員協議会の為18:30～ 

宇土RC5/25→19:00～に変更。 

【本日の回覧】 

人吉中央RC例会予定表。 

人吉総合病院広報誌「翔」 多良木RC週報 

【本日の配布】 

 九州新幹線全線開業記念ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ320キロ駅伝記念誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリー財団の寄付累計

が2000＄になられた武末憲一

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。 



【親睦委員会】        塚本哲也委員 

  

  

  

  

  

  

  ４４月のゴルフ表彰 月のゴルフ表彰 44月月2727日日  球磨＜＜球磨＜＜ 

   

 

  2011-2012年度  

    2720地区 地区協議会報告 

 
 
（米山記念奨学部会） 次期委員長 片岡啓一 
  

 米山記念奨学事業は、米山

梅吉氏の偉業を記念して設立

された国内で最大の奨学金事

業です。二度と戦争の悲劇を

繰り返さないために、将来、

日本で学ぶ奨学生の母国と日

本との懸け橋となって国際社

会で活躍する優秀な留学生と支援することを目

的としております。全国のロータリアンの寄付

金でその財源を賄っています。毎年全国で800

名の奨学生を支援するのに、１４億5000万円が

必要となっています。 

 しかし、最近の景気低迷で寄付金が減少して

おり、支援がいささか困難になってきていると

の報告でした。本年の中川年度も同じでした

が、普通寄付金の値上げの要請がありました。

次年度の宮原会長に相談しましたが、理事会で

検討されることと思います。 

 もう一つ会員の皆さんに報告したい事があり

ます。それは2720地区に新たに委員会は設けら

れたことです。この委員会とは、｢ブライダル 

推進委員会」といいます。皆さんの想像どおり

「婚活」をすすめる委員会です。委員会の新設

の理由は、『昨今の晩婚化、非婚化は少子高齢

化を招き、当地区内に及ぼす影響も大きくなる

と考える。そこで、この地区では、ロータリア

ン一人ひとりが紹介者となり、健全な男女の出

会いから、婚約成立までのコーディネイトを行

い、社会奉仕活動のひとつとして確立していき

たい』と、次期ガバナーが述べておられまし

た。会員の皆さんのご子弟や独身会員にとって

は朗報です。ご希望があれば、宮原会長に推薦

登録をお願いされてはいかがでしょうか。「も 

しかしたら、次年度ガバナーが『熊本城稲荷神

社』の宮司さんだからだったのかな」と帰りの

バスの中で話題になりました。 

 

（Ｒ財団部会）   

 

   次期委員長 和田栄司 

次期地区未来の夢計画準備委員 

 

 

 
 

１.ロータリー財団の組織と使命 

 全世界的な規模で慈善教育その他社会奉仕の

分野でよりよきことをするために基金を作ろ

う。 

非営利財団法人 

 財団を構成する法人会員は国際ロータリーの

みであり、国際ロータリーとは法的に組織は

違っても、その目的使命は共に一体。 

使命 

 ロータリアンが、健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにする

こと。 

 標語 

 世界でよいことをしよう。 

２．未来の夢計画 2013年度より 

 2013年7月からいよいよ「未来の夢計画」が

始まります。準備委員会が発足して、私もその

小委員会に参加します。現在日本で６つのパイ

５５５月のお誕生日 月のお誕生日 月のお誕生日  

３日 宮山 惇会員 

９日 平田フク会員 

26日 川上博久会員 

５５５月の結婚記念日 月の結婚記念日 月の結婚記念日  

３日 井手富浩会員 

６日 渡辺洋文会員 

１５日 岡 啓嗣郎会員 

１８日 中川貴夫会員 

２２日 原田知一郎会員 

２８日 村山能史会員 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 尾方芳樹 ８８ １７ ７１ 

準優勝 岩井和彦  ９１ １５.８ ７５.２ 

３位 岩本泰典 ９２ １５ ７７ 

４位 鳥越博治 １１４ ３２ ８２ 

５位 浦田繁喜 ９３ １０.４ ８２・６ 

；； 山口令二 敢闘  武末憲一 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  浅野 強  尾方芳樹 

  岩本泰典  なし   

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ⑤浦田繁喜 ⑩尾方芳樹 

６7歳未満 ⑤浅野 強 ⑩岩井和彦 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹  43・45・88 

６7歳未満 岩井和彦  49・42・91 



ロット事業が活動を行っているそうです。そこ

からいろいろな情報を入手して「未来の夢計

画」について理解を深め、検討していくそうで

す。１つ１つじっくりと勉強していきたいと考

えております。何かありましたら会員皆様のご

協力をお願いします。 
 
 補助金の構成 

①新地区補助金 

 一括して地区に支給されるもので、地区財団

活動資金(DDF)の50％までを利用することがで

きる。新地区補助金は、地元で生じたニーズに 

迅速に応える柔軟性を持つと同時に海外や地元

のクラブと協同でプロジェクトの実施を計画す

ることにも利用できる。この補助金は、奨学金

や職業訓練の支援に充てたり、奉仕活動の後

援、災害救援、地元や海外での奉仕プロジェク

トの実施に充てたりするなど、さまざまな活動

に使用することができる。 

②グローバル補助金 

 財団の使命に関する以下の６つの重点分野の

１つにおいて大きな成果と長期的な持続性が望

める大規模な国際プロジェクトを支援するも

の。 

・平和と紛争予防/紛争解決 

・疾病予防と治療 

・水と衛生設備 

・母子の健康 

・基本的教育と識字率向上 

・経済と地域社会の発展 

３．地区財団活動資金2011～2012年度 

 3年前の年次寄付の50％→国際財団活動資金(WF) 

         50％→地区財団活動資金(DDF) 

                   124750ドル 

             ＋恒久基金の利息の50％   

                                   4340.91ドル 

 ＤＤＦの使い方 

 財団奨学金…１人分の奨学金26,000ドル×人数分  

                   (前年25,000)(2720地区は4人) 

 地区補助金 DDFの20％ 24,950ドル 

                            (地区で使える資金) 

 マッチンググラント 

 寄付 …ポリオプラス、世界平和フェロー等 

４．その他 

・奉仕活動と資金調達は車の両輪 

・ポリオプラス2億ドルチャレンジ 

・ロータリーカード入会のお願い 

・地区財団活動 

 人道的プログラム 地区補助金 

 教育的プログラム 国際親善奨学金 

          財団学友 

          研究グループ交換(GSE) 

ＧＳＥについて 

 ここ数年はＧＳＥは行っておりませんでした

が、今年は行うことになっております。行事予

定は、今年度(23年度)アメリカ．カナダ イリ 

ノイ州(第6330地区)に派遣して、次年度の秋に

受け入れ予定だそうです。 

 

（広報部会）     次期委員長 井手富浩 
  
 部会開催に先立ち11時30分よ

り、次年度地区委員会運営方針

について次年度地区広報部門部

門長の岡村泰岳(ガバナーノミ

ニー）よりＲＩ長期計画の優先

項目と目標の一つである｢公共イ

メージと認知度の向上」の達成のための広報委

員会であること。また、ガバナー月信配信方法

の検討など、次年度方針が指された。部門別協

議会では岡村部門長よりガバナー月信の現在の

紙媒体による費用が年間480万円であること、

メール配信への移行が望ましいこと、また、地

区内75クラブ中、現在ホームページを持ってい

るクラブが29クラブであること、地区と各クラ

ブ間での情報の提供等(受発信）が円滑でない

ことなど、まだまだＩＴ化の波に乗り遅れてい

る現状、将来的にはｉＰａｄ等、個人端末的な

レベルまで情報の共有化を図り、時流に沿った

発展を促す方針を指されました。 

 その後、地区広報委員長、吉富久泰委員長よ

り広報委員会としての現況、役割責務とそれに

対する具体的活動方法等について説明があり 

、早速、連絡名簿の作成や、メーリングリスト

の活用に関するデータを提出、回収された。さ

らに、次年度以降の行動計画、３年後の長期 

目標含む目標設定の提出依頼があった。また、

広報を優先させるよう地区内クラブに奨励する

ため分区単位(２～３分区）のセミナーを開催 

し、座談会形式で意見や情報の収集と計画づく

りを行う等、具体的方策が述べられました。そ

の後、各クラブの代表に現在の広報活動状況 

、今後の抱負など全員に発表の機会が与えら

れ、ＩＴ化についても進んでいるクラブ、まっ

たく手つかずのクラブ等、様々有り、週報等を 

電子化にしたものの、逆に読まれなくなってし

まった事例や、過去から現在までのロータリー

活動等をデータベース化して活用されている 

事例等、様々な各クラブの現状・計画がわか

り、当クラブの今後のクラブ広報活動の方向

性・計画に大変有意義な研修となりました。   

 

 

 



【地域発展委員会】 

     

    2010-2011年度 

    地域発展功労者表彰 
 

                  

      本田 節委員長 

 ロータリーとは、「奉仕の

理想」を信条とし、それぞれ

の会員の職業を異にする善良

な人々から成り、各種の職業

から代表が選ばれ、それぞれ

の地域にロータリークラブと

して結成され、奉仕活動を展開しています。こ

の奉仕活動の源泉となるのは、本日の表彰を受

けられる皆さん方であり、皆さん方の支えに

よってそれぞれの事業主すなわち私たちロータ

リアンの活動があるのです。あらためまして皆

さん方に感謝申し上げます。  

 

 

『人吉市地産地消推進協議会』 
             
目 的 

 学校給食等へ地域産品の利活用を推進し、生

産者の所得向上および地産地消活動の推進を図

る。また、地域産品による食材供給を通し、

「食」への関心を目覚めさせ、食農教育の推進

を図る。 
 
活動内容 

 ■地域農産物の学校給食等への提供 

 ■ＰＲ用看板等の設置による啓発活動 

 ■市内農産物の食料自給率アップ 

 ■食農教育の推進（農作業体験、試食会等） 
 
○子ども達と保護者を対象にしたお米づくり。 

 中原小学校４・５年生の

子供たちを対象にしたアイ

ガモ農法による田植えから

稲こぎまでの一貫した体験

学習の実施。 
 
○たまねぎの植付および収穫体験。 

 中原、西、西瀬小学校 

 

 

 

 

 

○子どもたちへの食農教育への講義の実施。 

 

 

『人吉商工会議所女性会』 
            
活動目的 

 商工会議所女性会は、女性の力で地域を元気

にするために、各地の女性経営者により作られ

た団体です。 

 私どもは、目まぐるしく変わる社会の現状を

とらえながら、このネットワークと、協調・包

容力・忍耐力、そして育むといった「女性の特

質」を生かし、活力ある日本のため「行動する

女性会」として社会に貢献してまいりたいと存

じます。 
 
主な活動内容 

■オペラ公演「おてものバッテン嫁入り」 

■ひとよし産業祭出店 

  

 

 

 

 

 

 

 

■新春講演会 

 「やる気を起こせば必ず奇跡が起こる」 

■ひとよし新春マラソン協力  

    （ぜんざいコーナー） 

  

 

 

 

 

 

 
 
■おひなまつり」ぜんざいふるまい 

■北海道小樽市「潮祭り」にてひとよし物産展 

■「小京都ひとよし 美しき伝統の舞」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 人吉地産地消推進協議会 代表 新村博之 会長 

 人吉商工会議所女性会   代表 松尾真理 副会長 

               深野ちづる 副会長 

 



【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・立山会員 今日は桝田君と杉松君が御世話に 

 なります。６月の研修会に向けて地区委員の 

 方たちと何回も打合せをしながら準備してい 

 ます。うちのクラブからも若松さんと赤尾さ 

 んの二人が卒業します。当日の皆様の出席が 

 なによりの応援です。宜しくお願いします。 

                  1,000 

・高山会員 地域発展功労者表彰、家内が出席 

 すべき時、松尾さん、深野さん、お忙しい中 

 御出席頂きありがとうございました。1,000 

・本田会員 本日の地域発展功労者の皆様の受 

 賞を心よりお祝い申し上げます。  2,000 

・有村会員 本日表彰されました皆様、おめで 

 とうございます。         1,000 

・葉山会員 先日、第一中学校のＰＴＡ総会が 

 あり、東小３年、一中３年の計６年間の会長 

 職を無事終了することが出来ました。子供の 

 成長に合わせ私のおなかも随分成長しました 

 ので、ニコニコとごめんねカードを出しま 

 す。               6,000 

・馴田会員 一寸長くなりますがお聞きくださ 

 い。今日６日、長女の裕香がアメリカのアラ 

 バマ州立トロイ大学を、首席で卒業する友人 

 と一緒に卒業します。先の震災の時にトロイ 

 大学で義援金を集め、赤十字に送金したそう 

 です。その折に、友人から「５月の卒業式に 

 は裕香の両親は来るのか？」と聞かれ、 

 「今、日本は不景気だし、弟２人も大学生で 

 金銭的にも時間的にも無理だ！」と答えたと 

 ころ、「６年間もこの大学で学んでその証で 

 ある卒業式に出席出来ないほど残念なことは 

 ない。皆で『裕香のママを卒業式に出席させ 

 る会』を作って募金をしよう！ ということ 

 になったそうです。そんな話を４月に電話で 

 聞いておりましたが、４月末に、｢皆の協力 

 で、福岡‐成田‐シカゴ‐アトランタのチ 

 ケットが取れたので卒業式に招待します」 

 と連絡がありました。大変な驚きと喜びでし 

 た。そのお陰で５月３日に家内の順子はアメ 

 リカに旅立ち、今、アラバマで卒業式出席の 

 準備中だと思います。今迄で、最高の母の日 

 の「プレゼント」になりました。娘、学友達 

 に感謝感謝です。         1,000 

・原田会員 結婚記念日の御祝い品頂き、有難 

 うございました。早いものでこの会場でロー 

 タリーの皆様に無理に御祝していただき18年 

 目になります。とりあえず25年目目指しガン 

 バリます。今後も妻紀子とも宜しくお願い申 

 し上げます。           2,000 

・宮山会員 誕生祝いいただきました。ありが 

 とうございます。         1,000 

・延岡会員 お城祭り翌朝の清掃に多くの会員 

 の参加をいただきありがとうございました。 

                  1,000 

・尾方会員 ゴルフで久しぶりに優勝しまし 

 た。ありがとうございました。やはりゴルフ 

 はパートナーですね。       2,000 

・浦田会員 ５月２日の早朝清掃を欠席しまし 

 たので。             1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード5/6合計19,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・和田会員 武末先生、マルチプル２ポールハ

リスフェロー、おめでとうございます。2,000  

 

  

     点 鐘   中川貴夫会長 

 

例会予定表の訂正 

 

 

 

 ロータリー用語 

 国際大会（Convention） 

  国際大会は、毎年4～6月の間に開かれま

す。年に1度、世界中のロータリアンが集ま

る、ＲＩの大会です。主な目的は、国際レベル

において、全ロータリアン、特に、ＲＩおよび

ロータリークラブの次期役員が集うことによ

り、さまざまな情報を得たり、親睦を深めたり

することにあります。 

本会議、研究集会またはフォーラムが行われ、

表彰式やＲＩ昼食会、晩餐(ばんさん)会などで

構成されています。会員や家族なら誰でも参加

できます。出席する16歳以上の人は必ず登録の

上、登録料を支払うことになっています。 

 

日本で開催された国際大会 

 国際大会は、1961（昭和36）年、1978（昭和

53）年と、東京で2回、開かれています。2004

年には、大阪を会場に、関西4地区－第2640地

区（大阪南部・和歌山）、第2650地区（福井・

滋賀・京都・奈良）、第2660地区（大阪北）、

第2680地区（兵庫）－ホストとなり、26年ぶり

に3度目の国際大会が、開かれました。  

  

2660地区ロータリー百科事典より 

                 ロータリー情報委員会 

人吉.多良木.人吉中央３ＲＣ合同例会 

5/27

（金） 
夜の例会 正 19：00～開会です  


