
      
    宮原和広会長 
 

 うっとうしい日が続いています

が、梅雨明けも近いと思われま

す。今年の雨量は記録的なもの

で、これも温暖化の影響でしょう

か？ 

 本日は、第１回目の例会です。

いよいよ2011～2012年度がスター

ト致しました。大久保年度の年次総会にて会長ノ

ミニーを承認頂き、まだまだ先の事と、ひとごと

のように思っていましたが、一年経つのがあっと

言う間でした。 

 私、55代目会長を仰せつかり、ヒシヒシと重圧

感を抱きながら今日に至り、身の引き締まる思い

でおります。 

 ６月29日には第6分区新旧会長・幹事懇親会が

あゆの里で行われ、一年の反省と次年度の発展あ

る活動のため、親睦を深める会でありました。旧

会長・幹事さんは余裕の表情、反して新会長・幹

事は新年度を二日後に控え、慎重な面持ちのなか

での懇親会でした。 

 昨日早速ＳＡＡの家庭集会が馬場委員長の計ら

いにより「実り」で行われました。委員長よりＳ

ＡＡの役割について説明があり、その後、慣例の

通  算  2 6 6 4回 

2 0 1 1 年 7 月 1 日 

第  1  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

指揮の指導が行われましたが、指導がよかったの

で全員すぐにマスターされました。本番での指揮

が楽しみです。 

 本年度、ＲＩ会長のプロフィールとＲＩテーマ

をご紹介致します。ＲＩ会長カルヤ

ン・バネルジー氏は、1972年にバ

ビ・ロータリークラブに入会され、

1975-76年度会長、1980-81年度地区

ガバナー、1995-97年度国際ロータ

リー理事、2001-05年度ロータリー財

団管理委員、2008-09年度ロータリア

ン行動グループ委員会委員長、そし

て2011-12年度国際ロータリー会長就任。その他さ

まざまな委員会を通じて多くの経験を積んでこら

れました。バネルジー氏はまた、アメリカ化学

会、インド化学工業会で活躍し、ヴィシュヴァ

バーラティ大学では評議員を務められ、その他い

ろんな団体でも活躍されています。バネルジー氏

のご家族が、ピノタ夫人と２人の子供さん、そし

て４人のお孫さんがいらっしゃいます。 

 次に、ＲＩ会長は「こころの中を見つめよう 

博愛を広げるために」というテーマを掲げられて

います。一見、解りやすそうで理解しがたいテー

マです。 

 ３ヶ月前の東日本大震災、被災された方は一瞬

にして平和な生活から悲惨な生活へと追い込ま

れ、報道で観る光景は凄まじい限りでした。その

後、様々な形で支援があり、当クラブはもちろん

の事、姉妹クラブである台北稲江ＲＣ、慶山ＲＣ

からも義援金が届き、被災地の方へ支援致しまし

た。これまで生活の便利さが当たり前で、感覚が

麻痺気味の傾向にあった世の中。この未曽有の震

災後、節約、節電、水、資源のありがたさ、そし

て環境汚染等、全てに我慢を虐げられ、日本全体

が真剣に取り組み出しました。そして、普通に家
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族揃って暮らす、この当たり前の事が大変ありが

たいことに気づかされ、世の中全体が変わったよ

うな気がします。こうして、夫れ夫れが家族平和

のこころを見つけ出し、人と人との助け合い協力

する奉仕活動の中にテーマの答えが隠されている

ような気がします。 

 職業奉仕とそこから広がる社会奉仕と国際親善

を目的とし、基本的には「I serve 私は奉仕す

る」つまり奉仕の精神から成り立っているという

ロータリアンの個人の集まりがロータリークラブ

だと思います。１人１人の会員が博愛のこころで

ロータリー活動を実行する事によってＲＩテーマ

を理解できるのではないでしょうか？ 

 マハトマ・ガンジーの言葉に「博愛を実践する

ことは最大の勇気が必要である」と語られていま

す。 

 今年度、ＲＩ会長のテーマ「こころの中を見つ

めよう 博愛を広げるために」というテーマを基

に、私なりの見解に添ってこの１年微力ながら努

めさせて戴きます。 

 本年度は、当クラブより中島ガバナー補佐、和

田地区委員、中川地区委員の３名の方が地区へ出

向されていますので、ご指導の程よろしくお願い

致します。 

 最後に、馴田幹事、山賀副会長、各委員長はじ

め、会員皆様のお力をお借りしながら運営してい

きたいと思いますので、会員の皆様１年間ご指

導、ご協力の程宜しくお願い致します。 

   

      馴田信治幹事 

 本年度幹事を務めさせて頂きま

す。一年間どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

【７月１日第１回定例理事会（承認事項）】 

1号議案;7/1(金）「新旧理事役員歓送迎会」 

  例会時間変更 例会18時30分～ 

2号;名誉会員の件 

  3名 原田英一氏・西川秀生氏・高嶋康二氏 

3号;100万ドル食事の使途について 

2011～12年度地区資金納入7/15まで送金） 

  「東日本大震災復興支援金1人1万円」 

  内訳；個人の負担を5,000円、残り5,000円 

  を100万ドルより支出 

4号;出席免除会員の継続及び申請について 

  継続 増田力会員・愛甲康会員 

  前年度から継続中 石蔵美佐子会員  

  本年度 山本瑤子会員（人吉RC定款第９条第３節のｂ） 

5号;例会取り止めについて  

  国民の祝日 

  9/23(秋分の日）12/23(天皇誕生日）5/4(みどりの日） 

 他、年４回のうち8/12・12/30・3/30を決定  

6号;定例理事会の開催日時について 

  毎月第一例会前に開催 

  夜の例会時は18時より開催 

7号;ガバナー公式訪問について 

   日時:9月30日（金） 

  場所:清流山水花あゆの里（12時30分～） 

8号;クラブ協議会開催について 

   ４回開催（7/15.7/22）（9/30.10/7）  

       （1/13.1/20）（6/15.6/22） 

9号;メークアップの決定について 

  家庭集会・次年度委員会・夫々２回まで 

  アクト例会、その他理事会で承認した行事 

10号;あゆの里 食事代について 

  和・洋食 1600円（税込） 

  カレー   787円（税込） 

11号;ビジター費について 1500円     

12号;100万ドル食事について       

     月一回を前提として年間14～16回実施する 

13号;セミナー/周年行事参加の旅費について 

   車代（燃料代）、高速道路は実費 

   例；大分10000円 熊本5000円 

14号;人吉ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗブの助成金は40万とする 

15号;米山奨学会への普通寄付について 

   6000円・内会員一人4000円 

       （前期2000円 後期2000円） 

   不足分2000円は100万ドル食事から 

16号;ロータリー財団への普通寄付について 

   目標額;1年一人100ドル 

   内会員一人40ドル（前期20ドル後期20ドル） 

   新入会員20ドル 

17号;事務局員費は前年度と同額 契約書確認済 

18号;事務局員へ夏服を支給 

19号;事務所の備品保管料について 

   年間１万円 戸高克彦会員へ 

20号;台北稲江ＲＣ第３次姉妹締結調印予算の件 

   友愛基金から支出 

21号;中島博之ガバナー補佐活動助成金 15万 

22号;シンガーソングライター関島秀樹さんの件 

   チャリティーコンサート開催決定 

23号;球磨川舟唄全国大会実行委員会より、 

   第15回球磨川舟唄全国大会開催に伴う役員 

     就任及び後援のお願いの件 2万 

24号;田上和弘会員、愛甲英二会員の退会の件 

25号;全国高校生ゴルフ選手権九州大会開催に 

     伴う歓迎会の協力について 

 

【報告事項】 

＜ＲＩ分担金について＞ ７月レート＝８２円 

 人頭分担金；51ドル 

          （前期25.5ドル・後期25.5ドル） 

規定審議会分担金 １ドル 前期のみ 

＜2720地区資金 会員分担金について＞ 

 地区運営資金 6500円 

             (前期3500円 後期3000円) 

 ガバナー事務所費3500円 

            (前期2000円 後期1500円) 

 ガバナー月信購読料2000円 

         (前期1000円 後期1000円) 

 地区大会分担金 5000円 前期のみ 

 日本青尐年交換委員会維持費 100円 前期のみ 

 ＧＳＥ分担金   750円 前期のみ 

 

 



 いて参ります。            2,000 

・大久保会員 宮原・馴田丸の船出、おめでとう 

 ございます。1年間頑張って下さい。   2,000 

・伊久美会員 宮原・馴田コンビ、ガンバレ。 

                    2,000 

・中川直前会長 宮原年度の船出、役員の船出を 

 祝し、ニコニコ致します。健康に気を付けられ 

 頑張って下さい。           2,000 

・鳥井会員 宮原年度のスタートを心からお祝い 

 申し上げます。よろしく御指導の程をお願い致 

 します。               2,000 

・本田会員 宮原・馴田丸の船出に心よりエール 

 を送ります。理事として頑張ります。楽しく仲 

 良く活動しましょう。         2,000 

・山田会員 宮原会長、馴田幹事、スタートおめ 

 でとうございます。一年間宜しくお願いしま 

 す。                 2,000 

・牛島会員 宮原会長様、馴田幹事様、おめでと 

 うございます。            2,000 

・堤脩会員 宮原会長、馴田幹事の門出をお祝い 

 申し上げます。ご活躍を祈念致します。 2,000 

・堤正博会員 宮原・馴田年度の船出を心からお 

 喜び申し上げます。中川・渡辺両氏は一年間ご 

 苦労様でした。            2,000 

・宮原会長 会員の皆様、一年間御指導、御協力 

 を宜しくお願い致します。       5,000 

・山賀会員 宮原会長、馴田幹事のスタート、お 

 めでとうございます。今年は酒量を控え、健康 

 に留意されて御活躍されることを祈念致しま 

 す。                 2,000 

・高山会員 宮原・馴田丸の出航をお祝いしま  

 す。信ちゃん頑張れ          2,000 

・戸高会員 本年度、親睦委員長をさせて頂く事 

 になりました。一年間ご指導宜しくお願い致し 

 ます。                2,000 

・葉山会員 宮原会長・馴田幹事の出航をお祝い 

 申し上げます。旧理事役員の皆さんお疲れ様で 

 した。新理事役員の皆さん１年間宜しくお願い 

 します。私は二度目のプログラム委員長を務め 

 させて頂きます。 宮山会長・宮原幹事の時に 

 １度務めたのですが、落第と宮原会長に言わ 

 れ、もう一度チャンスを頂きましたので宜しく 

 お願いします。            2,000 

・有馬会員 宮原会長・馴田幹事の門出を心より 

 お祝い申し上げます。本年度ニコニコ箱委員長 

 を仰せつかりました。一年間どうぞよろしくお 

 願い申し上げます。          2,000 

・第一例会全員スマイル他会員 47名   47,000 

  ニコニコ･ごめんねカード 7/1合計100,000  
 
【Ｒ財団寄付カード】     和田栄司委員長 

・伊久美会員 宮原年度を祝して     100＄ 

・立山会員 高嶋さんおかえりなさい。お顔が見 

 れて嬉しくてたまりません。また、いっぱい教 

 えて下さい。             1,000 

・和田会員 宮原会長・馴田幹事、いよいよ発進 

 ですね。還暦を迎えて、どちらも一からの出発 

 です。頑張ってください。       5,000 
 
       点 鐘  宮原和広会長   

 

【来訪者挨拶】   

             高嶋康二名誉会員 

 ３ヶ月ぶりに出て参りました。

なつかしい顔ぶれでホッと致しま

す。まず、宮原年度の皆様方、誠

におめでとうございます。また、

中川直前会長はじめ、前年度の皆

様には大変ご苦労様でした。それから、途中で退

会を致しましてご心配ご迷惑をお掛け致しました

ことを心からお詫び申し上げます。この度、名誉

会員のご推挙を受けまして、また新しい理事会で

ご承認を頂きました。今後とも宜しくご指導をお

願いし、従前どおりのご厚誼を頂きますようお願

い致します。簡単ではございますがお礼を申し上

げます。ありがとうございました。 

 

  ≪寄付の申し出≫ 
 
 宮原和広会長より会長就

任記念として、馴田信治幹

事より幹事就任記念とし

て、Ｒ財団、米山記念奨学

会へご寄付がありました。 

  

 

     岩井和彦委員長 

  

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員長 

・人吉RC高嶋康二名誉会員 この度、名誉会員  

 のご推挙をいただき、理事会でご承認を賜り誠 

 に有難うございました。今後共、宜しくお願い 

 致します。              10,000 

・中島ガバナー補佐 宮原・馴田年度、おめでと 

 うございます。私共々一年間が早く過ぎます 

 様、頑張りましょう。         5,000 

・片岡会員 宮原・馴田年度がスタートしまし 

 た。おめでとうございます。本年１年間がすば 

 らしい年になりますように!!      2,000 

・武末会員 宮原会長・馴田幹事、出発おめでと 

 う。高嶋康二名誉会員おめでとうございます。 

 中島ガバナー補佐・和田会員・中川会員の地区 

 出向、体に気を付けて頑張ってください。1,000   

・立山会員 宮原会長、馴田幹事、1年間宜しくお 

 願いします。会長が掲げられる“和の心”でつ 

本日の出席率 

会   員   数   66名   84.38% 

出 席 免 除 4名 6/17例会出席率   72.23％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 17名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 青木・有村・堀・岩本泰・木村・小林清・小林祐 

 宮山・尾上 

＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康,山本 

メークアップ 

地区協議会；中島・有馬 

次年度委員会；石原・岩井・岩本泰・川越・北・丸尾 

       宮原・宮山・水野・村山・中川・馴田 

       大賀・岡・大久保 
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      司会進行；親睦委員会  

           戸高克彦委員長・水野虎彦委員 

     

会長挨拶           宮原和広会長 

 本日、８時30分に井手広報委員長のお世話で、

青井阿蘇神社において、今年度のクラブの発展と

会員並びにご家族皆様のご健勝を祈願して参りま

した。その後、人吉新聞社、球磨地域振興局、人

吉警察署、人吉商工会議所、人吉市役所を表敬訪

問し、新年度の挨拶をしてきました。 

 昨年度は前中川会長のもとで１年間勉強させて

戴きお礼申し上げます。 

 この１年間、会長の時間で最後までＲＩテーマ

「地域を育み、大陸をつなぐ」と締めくくられて

きましたことに敬意を表します。人吉ロータリー

クラブ定款及び細則の見直し、改正をされまし

た。国際交流では８月に３泊４日で訪韓し、韓国

慶山ＲＣとの青尐年交流が行われ、青尐年10名、

引率者10名の大所帯を、幹事と浅野国際奉仕委員

長と見事なコンビネーションで実行された事は深

く印象に残っております。渡辺幹事は口数が尐な

い分、アイパッドが活躍し、すばらしい会長の女

房役でした。前年度の理事役員の皆様、１年間本

当にご苦労様でした。そして、ありがとうござい

ました。 

 さて、新年度の理事役員の皆様、今日から１年

がスタートしましたので宜しくお願い致します。

本日は、新旧理事役員歓送迎会になっております

のでごゆっくりご歓談下さい。 

 

 

前年度会長・幹事へ 

   記念品花束贈呈 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ愛好会へカップ贈呈 

 

 

 

来訪者挨拶  

   人吉ローターアクトクラブ 鳥越悠介会長 

 皆さんこんばんは。今年度人吉ローターアクト

の会長を務めさせて頂きます、人吉球磨車輌の鳥

越悠介といいます。宜しくお願い致します。 

 前年度の35周年記念例会、地区行事2720地区

ローターアクト研修会開催におきましては、人吉

ロータリークラブの皆様にご協力を頂きましたこ

とにお礼を申し上げます。 

 年齢による退会

によりメンバーが

尐し減ってしまい

ましたので、今年

は新メンバー加入

に力を入れ、皆が

足を運びやすい例

会作りに尽力して

いきたいと思いま

す。皆さんのお力をお借りつつ微力ではあります

が、一生懸命頑張って行きたいと思っております

ので、一年間宜しくお願い申し上げます。 
 
     2011-12年度  メンバー紹介 

         会  長   鳥越悠介  人吉球磨車輌整備工場 

         幹  事   福満珠実  人吉総合病院 

         会  計   工藤香織  人吉総合病院 

  社会奉仕委員長  吉田康輝  有限会社葉山葬祭 

  国際奉仕委員長  宮崎 薫  ひまわり亭 

クラブ奉仕委員長    平川克也 つつじヶ丘学園 

専門知識開発委員長   小野晃生 人吉市森林組合 

                   桝田 賢   人吉市役所 

                   尾方勇紀  人吉総合病院 

 

乾杯  伊久美寛志パスト会長 

 

 

 

 

 

 手に手つないで 

 

 

      閉会 山賀勝彦副会長 
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