
 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 原田知一郎委員長    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行    井手富浩委員長 
  

 
    中川貴夫会長 
 

 昨日は、大雨洪水注意報が出て高速道路も通行

止めとなり、嫌な一日となりましたが、今日は

打って変って良い天気になりました。 

 昨晩は次年度の最終委員会が開かれ、宮原年度

の体制が整いつつあります。皆様の更なる協力を

お願い致します。 

 今日は先週に引き続き、第四回目の後半クラブ

協議会を行います。委員長さんは報告をよろしく

お願い致します。 

 さて、本日はクラブ協議会；クラブ・アッセン

ブリーについてお話をさせて戴きます。クラブ協

議会はクラブのプログラムと活動もしくは会員教

育について協議するために開かれる、クラブ役

員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の

会合です。クラブ会長、もしくは指定された他の

役員が、クラブ協議会の議長を務めます。会長が

招集する、理事、役員、委員長の会合であり、ク

ラブ運営方針、委員会活動の決定および報告、Ｒ

Ｉおよび地区の方針の報告、地区大会や地区協議

会、ＩＭの報告、ガバナー公式訪問および公式訪

問直前の報告や協議のために、年に数回開催され

ます。クラブ・アッセンブリ―は、例会と切り放

して实施する事が原則であり、充分時間をかけて

行われるべきである。出席義務者以外の会員の参

加、特に新入会員の参加が望まれます。 

（目的） 

･長期計画 

･委員会活動の調整 

通  算  2 6 6 2回 

2 0 1 1年 6 月 1 7 日 

第 45 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山田仁法委員長 

・クラブの計画が实際にいかにして实施されている 

 かのより良い認識 

・創造的な解決策や活動を促進する様な打ち解けた 

 話し合い 

・ロータリーとそのプログラムに関する継続的な教育 

・ クラブの長所と短所の定期的な検討 

（实施時期） 

 年間４回から６回のクラブ協議会を開く事が奨励

されているが、クラブの予定によって異なります。 
 
①地区協議会直後に地区協議会において立案、提案 

 された計画並びにクラブが年次のＲＩテーマと強 

 調事項を組み込む方法について説明、検討し協議 

 する。このクラブ協議会では、会長エレクトが議 

 長を務めます。 

②7月1日以降に年度計画について協議し採択します 

③地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備を整える 

④公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバナーとク 

 ラブの状況について話し合う。 

⑤ロータリー年度半ばに、目標に対するクラブの進 

 捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期 

 間のクラブのプログラムを決める。 

⑥地区大会後、クラブの計画を完遂するのに役立つ 

 アイデアと提案を協議する。 
 
 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】 

会費未納の方は、次週24日の最終例会までに納入し

ていただきますようにお願い致します。 

【例会変更】 

宇土ＲＣ6/22→例会取り止め   

【本日の回覧】 

 八代单ＲＣ週報 多良木ＲＣ週報 

【本日の配布】 

 ロータリーの友６月号 人吉RC2660回会報 

 

              第４回 クラブ協議会 後半 



 

 

【親睦委員会】       齊藤日早子委員長 

 ゴルフ愛好会からお知らせします。６月12日の

定例ゴルフは、大雨でしたが決行されました。雨

の時は延期しますと、ご案内しておりましたが、

連絡不足なところもあり、会の皆様にはご迷惑を

お掛け致しました。そこで、今年度は、取切戦へ

の参加資格を目的にした“特別コンペ”を開催す

ることにいたしました。今年度だけ１回多く開催

することになります。優勝者のハンデイは定例ゴ

ルフの優勝者と同じ扱いとさせて頂く事になりま

す。後ほどＦＡＸで出欠をとります。ご参加をお

待ちしております！！ 

  日 時 : ６月２６日 (日)９時３４分スタート            

  場 所 : 球磨カントリー倶楽部 

 

【ローターアクト委員会】    馬場貞至委員 

 本日欠席の立山委員長から伝言です。 

 18日・19日の地区アクト研修会では皆様に大変

お世話になります。お願いですが、すでに登録を

締め切らせて頂いておりますので、キャンセルの

場合のご返金はできませんのでご了承ください。

それから、18日の開会式は４階、懇親会は２階に

なります。今夜７時より紺屋町会館で最後のリ

ハーサルを行います。ここに至るまでアクトの皆

さんは、实によくやっていただきました。当日な

にがあるか分かりませんが、皆様のサポートを宜

しくお願い申し上げます。お出でになる方々が、

“人吉はアクターとロータリアンが实に気持ち良

く迎えてくれた”と言って頂けるように、アクト

もベストを尽くしますので、皆様のご協力のほ

ど、宜しくお願いいたします。 

 

    平田フク委員長 

 

 

 

 

 

 
 

【雑誌委員会】   

      ロータリーの友６月号の紹介 
 
                漆野智康委員 

 ロータリーの友６月号の紹介をさせていただき

ます。まずは横組みからのご紹介です。 

 表紙は、最初見たときは、油絵かなと思いまし

たが、2000年に撮られた「知床半島の滝」水越武

氏の写真です。知床には、羅臼岳を中心とした連

山が縦走しており、硫黄山という活火山もあるこ

とから、断崖を流れ落ちる滝が多くあるそうで

す。写真の滝は、ダイナミックで雄大な景観です

が、名前もついていないそうです。 

 ５ページから９ページは６月のロータリー親睦

活動月間特集としてマラソン、グルメ、鉄道テニ

ス、音楽家の国際親睦グループの紹介がされてい

ます。 

 10ページからは私がロータリーに入った頃とし

て、会員歴20年以上のロータリアンの方々が入会

当初を振り返っていらっしゃいます。13名の方が

寄稿されていますが、どの方からも、ロータリア

ンとしての誇りが感じられました。私も来月で入

会させていただき、１年になります。先輩方をお

手本にロータリアンであることに誇りをもち奉仕

していきたいと思います。 

 18ページからその時ロータリーはいち早く動い

たとの題で、東北大震災にかんする記事が掲載さ

れています。ロータリーの各クラブが、史上最大

規模の震災を受け、どのように支援活動を行なっ

たかを紹介してあります。その中でも２４ページ

には、塩釜ロータリークラブの桑原茂RI会長代理

の話が載っておりました。震災に関しては、人づ

ての話や、写真でしか想像することができません

が、一日も早い復興をお祈りします。 

 34ページからは、九州新幹線の全線開通を記念

して2700・2720・2730地区のロータリアンが博多

から鹿児島中央までの320キロをつなぐロータリー

クラブ320キロ駅伝の記事です。２月26日博多駅を

スタートし福岡県、熊本県とタスキがつながって

きましたが、ゴールを目前とした３月11日に東北

地方大震災が発生し、残念ながらタスキが途切れ

てしまいました。ロータリアンだけではなく子供

たちや高校生までランナーとして参加したそうで

す。こういう地域を越えた交流もまさにロータ

リーと言えるのでしょうか？ 

 37ページの６月こんなことがありましたでは、

ロータリー財団の始まりが紹介されています。

1917年６月国際ロータリー会長のアーチ・クラン

フより提案され、創設されたそうです。今から94

年ほど前のことです。 

 次は、縦組みのご紹介です。表紙は尾瀬ヶ原中

田代の湿原にひろがるミズバショウの写真です。

白旗史郎氏の作品です。氏は昭和32年以来、尾瀬

にかよい続け写真集の他にも数刷の著書を刊行さ

れています。ミズバショウの花のような白い部

分、实は包葉で穂についた黄色い部分が花だそう

です。 

 ７ページ、お実様と社員の不満を満足に変える

では、新潟单ロータリークラブの大谷勝彦氏の仕

事を紹介しております。以前、うちの社員がお実

様満足度を向上させる研修に参加し、題と同じよ

うなことを言っておりました。お実様には、不

満・不安・不平がある、それぞれから不を取る

と、満足・安心・平気になります。記事の中でも

「経営者の最大の仕事は、お実様と社員の不満を

満足に変えることだ」と話されています。また大

谷氏は、障害者雇用にも積極的に取り組まれてお

られます。来年社長を交代される予定で、いろい

本日の出席率 

会   員   数   68名   72.73% 

出 席 免 除 3名 6 / 3例会出席率   80.60％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 12名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 川越・尾方・宮山・立山・友永・石原・岩井・小林祐・永江 

 山本・村山・有村・大久保・北・中島・高山・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；山賀・山田 

ＩＭ；青木・浅野・平田・井手・伊久美・岩本光・宮原・宮山 

   中川・中島 



動計画は忠实に進められたと思っております。 

 それは、①増強手順を関連委員会での連携を確

实にする。②適格性についての調査義務を負うの

で広範からの意見を求め、委員会決定に導く。特

に関連分類の既存会員の意見を尊重する。③従っ

て、理事会への報告には、一定期間を確保する。 

以上、報告します。 

 

職業奉仕委員会  委員長)塚本哲也委員長 

職業分類；酒類小売 ﾛｰﾀﾘｰ歴；9年8ヶ月 

 委員会活動として４月11日に社会奉仕委員会と

合同の家庭集会を開催しました。５月13日には５

事業所から７名の優良職員の方々にお越し頂き、

優良職員表彰を行いました。各事業所の会員の

方々には大変お世話になりました。また、翌週の

５月20日には繊月酒造様に快くお受け頂き職場訪

問例会を開催することができました。馬場杜氏様

にも球磨焼酎に関するお話を熱心にして頂き、感

謝申し上げます。後半に活動が集中してしまいま

したが、各会員や委員の方々、また、ＳＡＡ委員

会のご協力を得て、無事終了できました。会長、

幹事、プログラム委員長にもご指導、ご協力頂

き、ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会  委員長)葉山稔洋委員長 

職業分類；葬祭業 ﾛｰﾀﾘｰ歴；12年3ヶ月 

 社会奉仕委員会は、行政、各種団体の理事、役

員の当職になっている為、対外的な会議に多く出

ることがあり、人吉ロータリークラブの存在意義

を確認した１年であった。計画した７項目うちの

募金活動への参加・協力だけが雨で中止となり、

残念ながらすべてを全うすることが出来ませんで

した。 

 一年間ありがとうございました。皆さんのご協

力(赤・緑の羽根など)に感謝いたします。 合掌 

 

環境保全委員会  委員長)延岡研一委員長 

職業分類；電気工事 ﾛｰﾀﾘｰ歴；9年3ヶ月  

 「ロータリアン各自が環境問題に関心を持ち、

身近な環境保全活動に積極的に取り組むように努

力、援助する。」を方針として、計画に基づき实

施してまいりました。 

 環境保全に関する卓話は市役所及びクリーンプ

ラザから講師を招き、身近なごみ問題についてお

話頂きました。 

 人吉市のクリーン作戦は、花火大会翌日

（10/12）は18名、お城まつり翌日（5/2）は32名

の参加がありました。花火大会は周知徹底が行き

届かずに参加者が尐なかったことを反省しており

ます。ご参加いただいた方に感謝申し上げます。 

 早朝例会は雨のため、朝からの連絡で青井阿蘇

神社に変更しましたが、出席予定の50名全員集

まっていただき、無事終了することができまし

た。ロータリー財団地区補助金を活用した事業の

検討については、市役所及び県事務所と植樹事業

の实施について協議しましたが、植樹適地等でま

とまらず、継続協議することと致しました。次年

度も引き続き環境保全委員長ですので、話を進め

られればと思っております。ただ、本年度の地区

ろなことに挑戦される予定です。まだまだ夢を追

いかけられており、文章からバイタリティーが感

じられる方でした。 

 10ページ卓話の泉に、旬ミネラルいっぱいで、

野菜の旬について書かれています。今では、夏の

野菜が冬場に食べられたり、またその逆もあり野

菜の旬がわからなくなってきています。夏野菜に

は夏野菜の、冬野菜には冬野菜の役割がそれぞれ

あるそうです。旬の野菜を食べて11ページにも書

いてあるよう、生活習慣病の予防に努めたいと思

いますし、気を付けられてください。 

 他にも興味深い記事が満載の６月号ロータリー

の友の紹介を終わります。 

 

【ニコニコ箱委員会】     水野虎彦委員長 

・齊藤会員 ６月３日の賀寿会には多数御出席頂 

 きありがとうございました。親睦委員最後の行 

 事を終え、ホッとしています。皆様の御協力に 

 感謝致します。            5,000 

・田上会員 都合で途中退席させて頂きます。 

                    1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード6/17合計6,000  
 
【Ｒ財団寄付カード】      和田栄司委員長 

・安逹会員 人吉新聞にも取り上げて戴きました 

 が、娘“天音美広（ｱﾏﾈﾐﾋﾛ）”の新曲が出来ま 

 した。曲名が『泣き月(ﾅｷﾂﾞｷ)』で、無償の愛を 

 歌った歌です。近頃ゴルフで優勝した和田委員 

 長に願掛けて“無性”に寄付したくなりました. 

                    5,000 

・宮原会員 昨夜で全ての次年度委員会が終わり 

 ました。有難うございました。お樽の代わりに 

 カードします。            5,000 

・和田会員 一年間ロータリー財団の活動にご協 

 力いただき感謝いたします。おかげで目標以上 

 の寄付を集めることが出来ました。   5,000 

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

   第４回  クラブ協議会 

          後  半 

 

会員選考委員会  委員長)赤池利光    

職業分類；司法書士 ﾛｰﾀﾘｰ歴；34年11ヶ月 

 本年度は７月に石原会員を、９月に青木一幸会

員をそれぞれ申し分のないロータリアン適格者と

して委員会決定し、入会いただきました。ご両人

は、今日、クラブにも融和され、クラブ活動に素

晴らしい一員となっておられます。 

 一年間を振り返ってみるとき、｢栞｣に掲げた活



補助金の活用事例を見ますと、地区内10クラブが

事業を行っていますが、環境保全に限らず社会奉

仕、地域発展、新世代等の分野での事業も多く、

次年度宮原会長のもと次年度も引き続きの和田ﾛｰﾀ

ﾘｰ財団委員長を柱に事業内容の方向性を定める必

要があるかと思います。予算執行については、年

間予算２万円に対しまして卓話講師と青井阿蘇神

社使用の謝礼に、7794円支出しております。以上

で報告終わります。 

 

地域発展委員会  委員長)本田 節委員長 

職業分類；郷土料理 ﾛｰﾀﾘｰ歴；7年 

 今年度も方針どおり、人吉・球磨の豊かな地域

資源を活かし、国宝青井神社やＳＬひとよし運

行、九州新幹線全線開業という100年に1度のチャ

ンスととらえ、会員一人一人が職業や社会奉仕を

通し、まちづくり等の支援や協力をした。 

 今では、”地域発展功労者表彰”は定着し、表

彰をきっかけとし、被表彰団体はさらなる発展の

為、尽力を尽くされている事はとても意義あるこ

とである。 

 又、外部卓話についても、外から転入された20

代の宮﨑薫さん（ローターアクト会員）の ”ま

ちづくりについて”の思いも新鮮であったし、会

員からも評価いただいた、家庭集会も２回開催

し、会員同士の親睦や活動の活性化を図ることが

できた。一年間、会員の皆様のご協力とご理解に

心より感謝します。 

 

ヘルスサポート委員会  委員長)武末憲一委員長 

職業分類；歯科医 ﾛｰﾀﾘｰ歴；37年7ヶ月 

 この委員会は人吉RCにのみある委員会で外部卓

話・内部卓話により委員全員が健康で、ロータ

リー活動と共に各々の職業奉仕に活躍できるよう

情報提供する事にあります。今年一年各委員会が

活発に活動された為、なかなか例会時間に空き時

間が無く３回卓話をお願いいたしました。 

 １回目は10月29日に漆野会員による血液検査器

材の紹介（内部卓話） ２回目は12月24日人吉総

合病院外科部長の松下弘雄先生に「消化器・消化

管」についてお願いしました。（外部卓話） 

 ３回目は3月11日に「健康保険人吉総合病院耐震

設備事業工事（病院建替え）について医事課長兼

情報企画課長「前田克美」さんにお願い致しまし

た。（外部卓話） 

 お陰さまでこの一年、何名かの会員の方が手術

して回復され今は元気で人吉RC会員として活躍し

ていただいていますし、一人の物故者も出なかっ

たのでヘルスサポート委員会の目的は果たしたも

のと思います。 

 来年度は外山博之先生が委員長ですので、又変

わったプログラムを計画されると思います。 

 

国際奉仕委員会  委員長)浅野強委員長 

職業分類；電気部品製造 ﾛｰﾀﾘｰ歴；5年2ヶ月 

 今年度方針は、『次代を担う国際感覚を持った

青尐年の教育、文化交流活動を支援する』です。 

今年度計画は、韓国慶山ＲＣとの第10次青尐年交

流訪問事業を計画し、８月の夏休みに、交流生10

名、引率者10名で計画通り实施しました。方針が

達成できたかどうかは、何年か経過しないと判り

ませんが、文化交流活動は子供も大人も出来まし

たので、半分は達成できたと思います。尚、10名

の交流生が将来、海外を相手に活躍してくれるの

を楽しみにしています。引率いただきました10名

の皆さんに御礼申し上げます。後は、熊本で開催

された国際奉仕セミナーへ出席した程度で一年が

終わりました。メンバーの皆さん協力ありがとう

ございました。 

 

米山記念奨学委員会  委員長)安逹玄一委員長 

職業分類；損害保険 ﾛｰﾀﾘｰ歴；16年2ヶ月 

 米山記念事業に、ご理解をいただき寄付をお願

いするのが方針でありました。４つの計画も会員

の皆様の協力により無事に終えております。 

 特に１７回目になります米山奨学生招待事業は

中国の徐国棟君の例会での卓話、アクトメンバー

との交流会など記憶に残る活動が出来たと感じて

います。 

 寄付金については当初、地区本部からの会費

1000円アップの要請がありましたが、今年度は会

費を上げないで代わりに100万ドル食事から特別寄

付をすることにして戴きました。实質1000円アッ

プと同じになります。今年２月からの特別寄付は

有村会員、中島会員、和田会員、延岡会員、武末

会員、水野会員と寄付を戴き合計が388.000円とな

りました。中でも退会された高嶋会員からは入会

40年間出席率100パーセント記念として6万円の大

口の寄付を戴きましたこと改めて報告させていた

だきます。普通寄付との合計は738.000円となり昨

年より15万円程増えています。先先週報告しまし

たが、当クラブの特別寄付の累計が1000万円を超

え表彰状も戴きました。最終例会を残すのみです

が会員の皆様には1年間、心より御礼申し上げま

す。 

 

ロータリー財団委員会  委員長)和田栄司委員長 

職業分類；冷暖房設備工事 ﾛｰﾀﾘｰ歴；16年 

 中川年度もいよいよ終わりに近づいてきまし

た。財団寄付は、計画を上回ることができそうで

す。6/8日現在9368.9ドル（一人当たり131.96ド

ル)となりました。これは100万ドル食事からの補

填なしの数字です。会員の皆様に感謝いたしま

す。それから、ポリオプラス寄付は 1000ドル

（82,000円）を寄付することができました。(これ

は100万ドル食事から支出） 

 地区補助金の申請と使途については、延岡会員

にもいろいろ働きかけていただきましたが、とう

とうそのまま持ち越しとなりました。来年度も引

き続き計画を考えたいと思います。一年間本当に

ありがとうございました。 

 

         閉  会 


