
 ６月ロータリー親睦活動月間 
  

点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至副委員長    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「それでこそロータリー」 
 
司会・進行    井手富浩委員長 
  

 

   中川貴夫会長 
 

 毎日雨が降り続いておりますが、如何お過

ごしですか？ 

 今日は第４回目のクラブ協議会の前半で

す。よろしくお願い致します。 

 私は、職業分類は自動車整備です。ロータ

リー歴は、16年となりました。生駒年度の６

月、最終例会に入会させて戴いた事を思い出

します。発表戴く委員長さんも職業分類、暦

年数を発表の上、委員会報告をお願い致しま

す。 

 今年度当初、プログラム委員長と打ち合わ

せする時、「例会は詰め込まず余裕の例会を

心がけて行きましょう。」と話しあったので

すが、クラブ協議会を４回×２の計８回とな

り、例会時間は守れたのですが、その分例会

行事が窮屈になってしまいました。会員の皆

様に申し訳なく思っているところです。しか

し、クラブ協議会におきましては、委員長以

外の聞いて戴きたいフロアーのメンバーには

時間内に納められたので最後まで委員長の報

告を聞いて戴き良かったと思っております。

改めて例会運営の難しさを感じております。 

 また、今年度は、「基本を見つめて・・」

を掲げて例会を行いましたが、尐し厳密にや

り過ぎた感はあり、これも反省するところで
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す。しかし、最後まで続けさせて下さい。私

は、あと３回で会長の時間も終わりですが、

宮原年度も始まりますので、もう一度初歩的

な所から話をさせて戴きます。先輩達は、耳

にタコが出来てらっしゃると思いますがご勘

弁下さい。 

 先ず、「四つのテスト」の解釈です。二番

目に、「みんなに公平か」Is  it  fair  to 

all concerned ? ‘fair’は公平では無く

公正と訳すべきです。公平とは平等配分を意

味するので、例え増収賄で得た‘unfair’不

正なお金でも平等に分ければ、それでよい事

になります。‘all concerned は all’だ

けが訳されており、肝心の‘concerned’が

省略されています。この‘concerned’は取

引先をさすのは明白です。したがってこのフ

レーズは「すべての取引先に対して公正か」

と言う事を意味します。イコール、「すべて

の会員に対して公正か」です。一部の会員だ

けではなく他の会員にとって公正かを意味し

ます。そして、四番目の「みんなのためにな

るかどうか」‘Benefit’は「儲け」そのも

のを表す言葉です。ただし、売り手だけが儲

かったり、また買い手だけが得をしたのでは

公正な取引とは言えません。その商取引に

よって、すべての取引先が適正な利潤を得る

かどうかが問題なのです。いわば、すべての

会員が適正な利潤を得るかどうかが問題で

す。「四つのテスト」二つ説明させていただ

きました。 

 また、私の年度の３月頃には、Ｒ情報片岡

委員長さんには、資料が届いておりましたの

で検討して戴き、2010-2011年度「栞」には

四大奉仕から五大奉仕を載せております。

（新世代奉仕を追加と言う事になりました。） 

              第４回 クラブ協議会 前半 



 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】 

・人吉市教育長堀様より、第58回人吉球磨総 

  合美展特別賞のお願いが届いておりますの 

  で次年度にお願いいたします。 

・23年春の緑の募金2,348円領収証が届いてお 

 ります。 

【本日の回覧】 

 人吉総合病院広報誌「翔」          

【本日の配布】 

 人吉RC会報2656・2657・2658回 

 2011～2012年度ロータリー手帳 

 2720地区ガバナー月信６月号 
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   第４回 クラブ協議会 

         前 半 
 

クラブ運営委員会 委員長)宮原和広  

職業分類；ビルメンテナンス ﾛｰﾀﾘｰ歴；15年1ヶ月 

 クラブ運営委員会はクラブを運営するにあた

り、12の委員会で構成されています。中川年度も

１ヵ月をきり、最後の詰めにかかられています。

各委員会それぞれ計画、方針を順調に運営され、

一年間ご協力いただき心より感謝申し上げます。

各委員長さん、委員の皆様本当にありがとうござ

いました。 
 

Ｒ情報委員会  委員長)片岡啓一    

職業分類；医薬品小売 ﾛｰﾀﾘｰ歴；28年4ヶ月 

 本年度の活動は、最初に「ロータリー情報」と

して、７月９日、９月10日に「規定審議会報告」

と、それに伴う「人吉ＲＣ定款」の変更について

伝達いたしました。 

 そして、３名の新入会員にそれぞれにオリエン

テーションと、援助会員の指名を行いました。11

月には、浦田委員担当で、入会３年未満の会員を

対象に「新入会員懇談会」を「ひまわり亭」で

ロータリー情報伝達を目的に開催しました。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、２月には高山会員担当で「国際ロータ

本日の出席率 

会   員   数   68名   86.36% 

出 席 免 除 3名 5/27例会出席率   63.08％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 24名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 木村・赤池・青木・友永・石原・延岡・永江・山本 

 愛甲英・北・小林清・小林祐・堀・外山 

＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康 

メークアップ 

クリーン人吉；本田・井手・伊久美・石原・板井・釜田 

     川越・木村・丸尾・宮原・宮山・水野・永江     

     中川・大賀・尾方・大久保・高山・武末 

     鳥越・鳥井・堤脩・漆野・渡辺 

６６６月のお誕生日 月のお誕生日 月のお誕生日  

７日 塚本哲也会員 

26日 木村正美会員 

29日 葉山稔洋会員 

29日 戸高克彦会員 

６６６月の結婚記念日 月の結婚記念日 月の結婚記念日  

４日 宮山 惇会員 

２１日 延岡研一会員 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 和田栄司 ８９ ２０ ６９ 

準優勝 岩本泰典  ９０ １５ ７５ 

３位 堤  脩 ９９ ２４ ７５ 

４位 塚本哲也 ９２ １０ ８２ 

５位 尾方芳樹 ９６ １２.６ ８３.４ 

；； 北 昌二郎 敢闘 板井英朗 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ②永江 浩   ⑧堤 脩 

  ⑫板井英朗   ⑮山口令二  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ⑤鳥井正徳 ⑱尾方芳樹 

６7歳未満 ⑤なし   ⑱永江 浩 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 岩本泰典 44・46・90 

６7歳未満 和田栄司  45・44・89 



155,000円総計で1,462,648円を計上することがで

きました。目標の1,500,000円になんとか手が届き

そうなところまで参りました。皆様に心より感謝

申し上げます。ニコニコの徴収に偏りがないよう

に注意したつもりでした。例会中、携帯電話の着

信音が鳴った会員にはごめんねカードを宮原会員

と永尾会員には促しましたが、後半になるにつ

れ、自発性も尊重すべきであることもあり、なか

なかうまくいったとは言い難いかもしれません。

次年度は是非自発的にお願いしたいと存じます。 

 
出席委員会  委員長)平田フク 

職業分類；生命保険 ﾛｰﾀﾘｰ歴；3年3ヶ月  

 会員個人出席状況が把握できるよう、２ヶ月に

１回、メークアップ数・欠席数を出欠ボードへ記

入してまいりました。各種大会や行事、近隣クラ

ブ例会への参加を奨励し、クラブ全体の出席率向

上にもつながったのではないかと思っておりま

す。 

 出席は会員の資格条件です。クラブ例会に規則

正しく出席することは、入会のとき受け入れた最

も基本的な責務であると認識していただきたいと

思います。自分のクラブに対し行う、出席という

最小限の奉仕です。今後も、出席率の向上に努め

て頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 次年度に入りましてから、個人出席率100％の表

彰をいたします。一年間、委員の皆さんにはたい

へんお世話になりました。 

 

会員組織増強委員会  委員長) 有馬宏昭 

職業分類；火災保険 ﾛｰﾀﾘｰ歴；9年6ヶ月 

 増員計画を純増２名とし、活動を行いました。

富田和典会員の交替で石原弘章会員が入会、その

後、漆野智康会員と青木一幸会員に入会いただ

き、幸先良く、喜んでおりましたが、高嶋康二パ

スト会長、蓑田啓悟会員、川上博久会員と退会者

が続き、年初の会員数69名から１名減の68名とな

りました。退会者はやむを得ない理由での退会で

すので、改めて３名の入会者と入会に当たり尽力

いただきました会員の皆様に、心より感謝申し上

げます。 

 人吉ロータリークラブの充実発展のためにも、

会にふさわしい方への勧誘を引き続き行って参り

ます。尚、会員増強に活用できるロータリー情報

のＨＰへの掲載を計画いたしましたが、人吉ロー

タリークラブホームページＴＯＰにロータリー文

庫のアイコンがあり、充実したロータリー情報で

すので計画した予算は使いませんでした。以上報

告申し上げます。 

リー創立記念卓話」を実施いたしました。 

 

親睦委員会  委員長)齋藤日早子  

職業分類；薬局 ﾛｰﾀﾘｰ歴；3年5ヶ月 

 親睦委員会では、５大行事も終わり、次年度に

引き継ぎを考えております。ゴルフの取切戦で終

了となりますが、会員の皆様のご協力で無事予定

を終わることができました事を心より感謝致して

おります。私の体調不良で委員の皆様には多大な

ご迷惑をお掛けして、不在のまま忘年会も行って

頂き、誰が委員長になっても全て事が運ぶロータ

リーの底力に感動しました。次年度の戸高委員長

にバトンタッチ致します。 

 

ＳＡＡ  委員長)原田知一郎  

職業分類；陶器小売 ﾛｰﾀﾘｰ歴；2年 

 今年度も残り一ヶ月となり、さびしい限りで

す。年当初の事業計画・基本方針に基づき活動し

て参りました。例会の45分前に集合、例会設営、

片づけと、時間拘束が長く大変な委員会でした

が、メンバーに恵まれ、支えて頂けたお陰で無事

着地しようとしています。家庭集会は２回行いま

した。今後としては、「お疲れでした会」を開催

予定です。委員会メンバーの皆様には一年間たい

へんご協力を頂きました。会員の皆様には、歌い

づらかった委員長タクトにご理解頂きました。最

後に、次年度の馬場委員長にエールを送りまし

て、私のお礼の言葉とさせて頂きます。 

一年間ありがとうございました。 
 

プログラム委員会 委員長)井手富浩 

職業分類；配管工事 ﾛｰﾀﾘｰ歴；7年3ヶ月 

 会員皆様のご協力、ご支援のおかげ様で、無事

一年間の役目を終えることが出来そうです。有難

うございました。委員会報告をとばしてしまった

り、急に卓話をお願いしたり、時間配分のミスで

時間が足りなくなったり等、数々の失敗や不手際

がありましたが、中川会長、渡辺幹事はもとよ

り、各委員長、会員皆様方のご協力、また、尾上

副委員長、浅野委員のフォローで人吉ロータリー

クラブらしい、節度ある楽しい例会運営が出来た

と自負しております。最後にあと残すところ2回の

例会へのご協力と感謝の言葉を申し上げ、委員会

報告とさせて頂きます。ありがとうございまし

た。 

 
ニコニコ箱委員会 委員長)水野虎彦  

職業分類；圧縮ガス業 ﾛｰﾀﾘｰ歴；10年3ヶ月 

 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・クラブ創立記

念日の５つの例会にて皆様よりスマイル頂いてお

ります。おかげをもちまして会員スマイル及び瓶

のスマイル合計で1,152,525円、ビジタースマイル

109,000円、新年会でのオークション売上金



職業分類委員会  委員長)岡啓嗣郎 

職業分類；内科医 ﾛｰﾀﾘｰ歴；31年1ヶ月 

 今年度退会された方が４名、入会が３名でし

た。新しい会員さんは、これからがんばろうと

いう気持ちでおられると思います。 

 いま、次年度の大久保委員長さんが計画をた

てておられるところです。目覚ましい活躍を期

待しまして、今年度のご報告とさせて頂きま

す。６月10日現在；会員68名（解放分類数213、

充填数65、未充填数148） 

 

広報委員会   委員長)中島博之 

職業分類；豆腐蒟蒻製造販売 ﾛｰﾀﾘｰ歴；21年4ヶ月 

 今重要視されているのが「会員増強」と「広

報」だと感じています。会員増強がままならぬの

は、広報の取り組み方にもあると云われます。で

も、球磨人吉の３ＲＣの「広報」に関しては前の

クラブ協議会でも報告しましたように、恵まれ過

ぎていると思います。地元紙の人吉新聞に記事と

なって郡市民に知らせて貰っています。本当に有

難いことです。 

 やがて新年度が始まります。３ＲＣの新しい顔

ぶれが写真入りで紹介されます。否応なくスト

レートに伝わるでしょう。郡市民は、会長、幹

事、次年度会長となられる人まで知っているで

しょう。こんな恵まれたクラブが他にあるでしょ

うか？十分に広報がなされていると思っていま

す。その結果が人吉中央ＲＣと人吉ＲＣの会員が

100名です。人吉の人口の年齢構成比は15歳から65

歳までが20,670人の57.2％、65歳以上が10481人の

29％；合計31151人で86.2％ これで1１0名 

どこかと比べてみたいものですね・・・ 

 自分ひとり満足してしまって申し訳なく思って

います。「広報」はこれでいいのか？と、委員さ

んに声かけて検討すべきであったと反省していま

す。次年度の委員会には、新年度からの記事のス

クラップを作りあげてくださいとお願いしておき

ました。クラブ公式訪問の時、クラブ広報を評価

してもらいたいと思っています。委員の皆さん１

年間ありがとうございました。 

 

雑誌委員会  副委員長)川越公弘 

職業分類；温泉旅館 ﾛｰﾀﾘｰ歴；24年4ヶ月 

 ロータリアンとしの最低の義務は例会への出席

と友を読むことと先輩の方から指導頂いておりま

した。委員会に所属したために毎号よく読んだと

思います。一年間、会員、委員会の皆様へのご協

力に感謝致しますと共に、ロータリーの友を皆様

に良く読んでいただく事をお願いし、報告と致し

ます。 

 

クラブ会報委員会 委員長)山田仁法 

職業分類；電気工事 ﾛｰﾀﾘｰ歴；24年3ヶ月 

 委員５名で月割りをして担当してきました。家

庭集会は遅くなりましたが、１月12日に事務局の

緒方さんにも出席してもらって、会報作成のポイ

ントや写真の撮り方などの説明を受けました。そ

の後、昔むかしの会報作成の苦労話が出たりと、

楽しい一夜を過ごしました。あと２例会となりま

したが、委員の皆様の協力により会報作成の職務

を完遂できるようです。また、編集では、緒方事

務局の多大な協力がありました。深く感謝しま

す。この一年間を振り返ったとき、「方針」につ

いては達成度100％です。しかし、「計画」につい

ては私の不徳の至すところで、外部卓話者の原稿

の提出依頼が不十分で、原稿を頂けなかったこと

がありました。また各委員会の家庭集会の記録

（写真・原稿）も同じでした。申し訳ないと思っ

ており深く反省しております。 

 それにしても委員の皆様の協力により、素晴ら

しい会報を会員の皆様に提供できたと思っており

ます。 

 

新世代委員会 委員長)岩井和彦 

職業分類；建築 ﾛｰﾀﾘｰ歴；11年8ヶ月 

 本年度最後の委員会報告をさせて頂きます。 

・人吉青尐年育成市民会議より、第６回育成部会       

                  （岩井） 

・本年度最後の事業として、毎年後援しておりま

す、人吉球磨中学生柔道大会が６月１２日(日)ス

ポーツパレスにて行われますのが、当日、会長も

私も予定が入っておりましたので本田次年度委員

長に大変申し訳ありませんが出席をして頂く事に

なっております。 

 一年間を振り返り、可能な限りは各種会議等に

出席してきたつもりですが、委員長としての力不

足を痛感しました。最後に、委員の皆様・会員の

皆様のご協力により、あと何日か残っております

が、何とか委員長としての役目が終わりそうで

す。次年度委員長様に私の至らぬところをカバー

して頂きますようお願い致しますと共に、一年間

の委員の皆様のご協力に感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 

ローターアクト委員会 委員長)立山 茂 

職業分類；お茶製造販売 ﾛｰﾀﾘｰ歴；6年2ヶ月 

 ２月に人吉ローターアクトクラブ35周年を無事

終了し、６月に2720地区のアクト研修会を迎えら

れますことは、中川会長はじめ、クラブの皆様の

おかげと深く感謝申し上げます。アクトは現在、

研修会の準備のため、週に３日も４日も集まって

地区代表の方たちの下、活動しております。当日

は予定通り、木下ガバナー、本田ガバナーエレク

ト、岡村ガバナーノミニー、寿崎パストガバ

ナー、他10名以上の役員の方々と、2720地区の

ロータリーも全力でバックアップしていただきま

す。私もこれらの方たちから２日間、しっかり学

んでアクト委員長として成長できることを楽しみ

にしております。 

 

         閉  会 


