
      
      宮原和広会長 

 先週は夜の例会で、高嶋名誉会員、ローター

アクト鳥越会長他６名の会員の来訪者を迎え、

新旧理事役員歓送芸会が盛大に執り行われまし

た。その後、数年振りの親睦委員会による二次

会設定に24名の会員が参加され、楽しい一夜を

過ごす事が出来ました。また、７月１日に人吉

新聞社へ表敬訪問をした際の様子を早速記事と

して取り上げて戴き、石蔵さんに感謝を申し上

げます。 

 さて、誠に残念なことですが６月30日付けで

田上和弘会員と愛甲英二会員の２名の退会が承

認され、今年度は会員66名のスタートとなりま

した。８月は会員増強拡大月間となっています

ので、増強の為に会員の皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

 ７月５日、新世代と親睦委員会合同家庭集会

が「ひまわり亭」で開かれました。それぞれの

計画・方針報告の後、野外バーベキューの予定

でしたが、あいにくの雨で屋内バーベキューに

変更を余儀なくされました。部屋の中は煙が充

満し、焼く人、食べる人、飲む人で大変賑やか

な家庭集会でした。本田委員長ありがとうござ

いました。 

 さてここで、先週お話しました本田光曠             

ガバナーに触れてみたいと思います。 

 本田ガバナーは、熊本城東ロータリークラブ

通  算  2 6 6 5回 

2 0 1 1 年 7 月 8 日 

第  2  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

に所属され、職業分類は神堂で、(宗)熊本稲荷

神社の宮司さんであります。 

 ＲＩ会長のテーマに｢こころの中を見つめよ

う 博愛をひろげるために」そして、強調事項

に「家族・継続・変化」挙げられています。本

田ガバナーは地区のスローガンに「心機一

転」、元気な地区とクラブを作る為、長期計画

のもとで地区・クラブを強化しよう！と語られ

ています。 

 地区協議会テーマに、「困難にあたり今、わ

たしたちロータリアンに何ができるのか…？」 

困難、これこそ先週お話しました東日本大震災

にあたるのではないでしょうか。家族があって

こそ仕事ができる、仕事があってこそ奉仕がで

きる、奉仕があってこそロータリアンでいられ

る。本田ガバナーはロータリーの原点は職業に

あり、職業奉仕の原点は家族です。と述べられ

ています。 

 例会場入り口のネームプレート掛けの横に、

『入りて学ぼう 出でてより奉仕しよう」の垂

れ幕が掲げてあるのにお気づきでしょうか？多

くのロータリアンと出会い、親睦を深め、共に

学び、友情を育み、お互いが協力し合うことが

大事ですという意味だそうです。「入りて学

び」という言葉は、20年以上のロータリアンの

方は知っておられると思います、と本田ガバ

ナーは言っておられました。ちなみに、この垂

れ幕は中島ガバナー補佐からの提供で、熊本第

６分区５クラブの例会場で掲げて欲しいという

ことでした。 

 ここで、私のスローガンとして「和（輪）の

心で広げようロータリー」と掲げました。ＲＩ

会長のテーマ「こころ」、ガバナーのスローガ

ン「心」、この２つの心に親から貰った私の名

前を結びつけ、「和(輪)の心で広げようロータ

リー｣のスローガンになった訳です。 

 今回、人吉ロータリークラブでは早速２つの

チャリティーを計画し、実行に取り組んでいま

す。一つ目がシンガーソングライター関島秀樹

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至SAA委員長    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行    平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介   宮原和広会長 
 
             人吉中央ＲＣ 坂口英雄 会長 

                      〃   武井 章 副会長 

           〃   富田正彦 幹事 



さんの東日本大震災チャリティーコンサート、

二つ目が東日本大震災チャリティー人吉球磨観

光カレンダー事業を行い、震災復興義援金に致

します。 

 様々な変革の中で、まず出来ることから一つ

一つ実行することによって人と人との絆が出来

るのではないかと考えます。 

 

     馴田信治幹事 

【連絡事項】  

◇2720地区本田光曠ガバナーより、2013～14年 

 度ガバナーノミニー候補者推薦についてお願 

 いの文書が来ております。提出期限9/5。同じ 

 く本田ガバナーより会員数についてのアン 

 ケートが届いております。回答してお送りし 

 ておきます。 

◇ロータリー米山記念奨学会より2011年上期  

 普通寄付金のお願い文書が届いております。  

 片岡米山記念奨学委員長へお渡しします。 

◇2720地区会員増強維持部門長 緒方光治氏よ 

 り、会員増強セミナーの開催案内が届いてお 

 ります。 

  日 時 ；７月２３日（土）１３時～ 

  場 所 ；別府大学短期大学 文化ホール 

 出席義務者；ガバナー補佐・会長・幹事 

       増強委員長・希望者 

 また、セミナー開催に伴うアンケートのお願 

 いも届いております。尾方会員組織増強委員 

 長へお渡しします。 

◇木下直前ガバナーより、ガバナー退任挨拶 

 状、東日本大震災へ支援への協力御礼状が届 

 いております。 

◇平成23年人吉市国際交流協会総会開催案内が 

 届いております。 

  7月14日（木）午後6時30分～市役所３階    

  宮原会長が出席いたします。 

◇熊本県青少年育成県民会議会長清重尚弘氏よ 

 り、平成23年度「夏の青少年健全育成県民総 

 ぐるみ運動」の実施についての依頼文書と平 

 成23年度5/27開催された総会資料、青少年の 

 非行防止啓発ポスターが届いております。 

◇Ｕ－13『きじ馬カップ』サッカー大会会長岩 

 下博明氏より、大会に伴う後援並びに協賛の 

 お願いが届いております。本田新世代委員長 

 へお渡しします。 

 大会；7月30日(日)･31日(土) 梢山多目的グランド 

◇人吉新聞社より暑中見舞い広告依頼が届いて 

 おります。井手広報委員長へお渡しします。 

◇宇土RC作守順子会長より、中川直前会長へ第 

 一例会への参加お礼が届いております。 

◇山田仁法国際奉仕委員長から、慶山ＲＣと台 

 北稲江ＲＣへ新年度の挨拶を送っていただき 

 ました。 

【例会変更】 

 熊本東单ＲＣ7/20（水）→新年度家族会の為 

       18:30～熊本ホテルキャッスル 

八代東ＲＣ7/28（木）→親睦例会の為 

       18:30～八代ホワイトパレス  

【本日の回覧】 

健康保険人吉総合病院広報誌「翔」６月号 

湯布院ＲＣ会報 

【本日の配布】 

 ﾛｰﾀﾘｰの友7月号 人吉RC会報2659回・2663回 
 
～新年度のご挨拶～   人吉中央ＲＣ 

    坂口英雄 会長 

     武井 章 副会長 

    富田正彦 幹事 

 坂口会長より新年度の

ご挨拶並びに納涼ビール

列車例会のご案内を頂き

ました。 

 

【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

    ６月の特別ゴルフ表彰６月の特別ゴルフ表彰  ６６月２６日月２６日  球磨ＣＣ球磨ＣＣ   

    
   原田知一郎委員 

  

 
 

 

 

 

 
   

本日の出席率 

会   員   数   66名   82.53% 

出 席 免 除 4名 6/24例会出席率   83.33％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 岩本光・尾上・立山・有村・渡辺・岩井・葉山・青木 

 永江・石原 

＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康,山本 

７月の誕生祝い 

石蔵美佐子 会員  ２日 

北 昌二郎 会員 １０日 

増田 力 会員 ２３日 

鳥井正徳 会員 ２３日 

齊藤日早子 会員 ２７日 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：ＭＥ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 塚本哲也 ８０ １０ ７０ 

準優勝 北昌二郎  ８４ １３ ７１ 

３位 堤  脩 ９８ ２４ ７４ 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  肥後 ⑤齊藤日早子 ⑧堤 脩 

  日向 ③北昌二郎  ⑦塚本哲也  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 肥後②浦田繁喜  日向⑧堤 脩 

６7歳未満 肥後②齊藤日早子 日向⑧水野虎彦 



【地区管理運営部門 地区リーダーシップ委員会】                    

               中川貴夫委員 

 私の委員会は新設された委員会

で、地区管理運営部門の中の１つの

委員会です。委員長;熊本ｸﾞﾘｰﾝRC仙

波洋八さん副委員長;熊本单RC久我

義章さん委員;大分RC高山龍五郎さ

んと私の計四名の委員会です。第一回目が５月

14日に開催されました。今年度、本田ガバナー

は、第2720地区スローガンを「心機一転」と掲

げられ、国難にあたり、今、私たちロータリア

ンに何ができるのか？と言う事で三つの目標を

上げられました。 

１．東日本大震災・災害復興を強力に支援しよう！ 

２．長期計画のもとで地区・クラブを強化しよう！ 

３．新世代を強力に支援し育成しよう！                 

です。 

この２番目の目標が私の委員会だと思います。 

地区管理運営部門とは？ 

①「ロータリー長期計画」の作成支援 

   新設（地区長期計画委員会） 

②ロータリーの次代を担う「リーダーシップを 

 もった人材育成」 

   新設（地区リーダーシップ委員会） 

③クラブ奉仕ｾﾐﾅｰの開催 効果的なクラブづくり 

   継続（地区クラブ奉仕委員会） 

 がありまして、②の委員会となります。 
 
リーダーシップとは？ 

  ロータリーにおけるリーダーシップは、ロー

タリーの発展の為に、現在、最も求められてい

るものです。いかなる組織や団体でも優れた指

導力が必要な事は言うまでもありませんが、

ロータリーは、それぞれの分野で強力な指導力

をもつ集まりです。わたしたちは、ロータリア

ンのもつ優れた資質と能力をさらに発展させ

て、クラブだけでなく周囲の地域社会や国際社

会、あるいは次世代の青少年活動などにも指導

力を発揮すべきでしょう。となっております。 

2010-2013年度ＲＩ長期計画の中に 

 ＜クラブサポートと強化＞ 

１．クラブの刷新性と、柔軟性を育てる 

２．五大奉仕部門の全部門における調和のとれ  

  た活動を行う 

３．多様性を増進する 

４．会員の勧誘と維持を改善する 

５．リーダーを育成する 

６．ロータリーを進展させる 

７．クラブと地区に於ける長期計画の立案を奨 

  励する 

です。この地区委員会でロータリーの事を勉強

させて戴きますのでクラブにもフィードバック

致します。皆様もロータリーに入会して戴いた

のですからロータリーについて１つ１つ知って

戴く事が出来るように、私も分かりやすく伝え

る努力を致します。以上５分間の地区リーダー

シップ委員会報告でした。 

 
 2011-2012年度 第2720地区地区出向委員会報告 
  
【Ｒ財団部門 地区未来の夢計画準備委員会】  

                              和田栄司委員 
 
 ～未来の夢の概要～ ～未来の夢の概要～  

 ロータリー財団が2017年に創立100

周年を迎えることを踏まえ、管理委

員会は、財団が奉仕の第二世紀に移

行するための計画を立てています。

創立以来、ロータリー財団は、プロ

グラムにほとんど変更を加えること

がありませんでした。そこで、管理委員会は、

面接やアンケート調査、フォーカスグループ、

意見交換会を通じて多種多様な関係者の意見を

取り入れ、未来の夢計画を立案しましたこの計

画では、財団の使命を新たにするとともに、

ロータリアンが多岐にわたるプロジェクトを実

施することで、多大な影響をもたらし、持続可

能な成果を生むことができるよう、一層効果的

で効率のよい支援方法を編み出しました。  

「すべての人々にすべてを提供しようとするこ

とで、財団にとってその使命の実現が困難と

なっていました。新たな構造によって、私たち

の長所を土台としながら、より持続可能な成果

を実現できるようになるでしょう」  
  ロバートS.スコット2007-08年度ロータリー財団管理委員長     
 ロータリー財団の使命は、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です 。  

財団の新しい使命、そして「世界でよいことを

しよう」という新しい標語は、財団管理委員会

とRI理事会、ならびに規定審議会によって承認

されました。  

 未来の夢計画は以下を目的としています。  

・財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡 

 素化すること。  

・ロータリアンにとって関連性のある世界の優 

 先的ニーズに取り組むことによって、最大の 

 成果が期待できるロータリアンの奉仕活動に 

 焦点を絞ること。  

・世界的目標と地元の目標の両方を果たすため 

 のプログラムを提供すること。  

・意思決定をさらに地区に移行することによっ 

 て、地区レベルとクラブレベルで、ロータ 

 リー財団が自分たちのものであるという自覚 

 を高めること。  

・ロータリー財団の活動に対する理解を深め、 

 ロータリーの公共イメージを高めること。 
  
 以上が地区ロータリー財団の未来の夢計画の

概要です。地区からまだ何も言ってきておりま

せんので、調べましたことをお話致しました。 

メークアップ 

次年度委員会；武末・戸高・友永・鳥越・鳥井・塚本        

       堤正・堤脩・漆野・和田 



【雑誌委員会】 

    ロータリーの友 ７月号の見所紹介ロータリーの友 ７月号の見所紹介 

                     鳥井正徳委員長 

 ロータリーの友を熟読することにより、お互

いのロータリー活動への理解を深めて参りたい

と思いますのでよろしくお願い致します。 

 まず、表紙の写真のにこやかな２人は、2011

～2012年度国際ＲＣ会長のカルヤン・バネル

ジー夫妻でございます。一見インド出身だなあ

とお分かりのことだと思います。７月号の記事

の内容もこの新会長の知性と心意気、東日本大

震災への対応が中心となっています。 

 まず、横書きの５Ｐをお開き下さい。新会長

からのメッセージとして「心の中を見つめよ

う」を柱に、家族.継続.変化の３つを強調事項

として挙げられ、力を注いでほしいと述べてお

られます。これをもう少し具体化されたのが、

14～15ページに載っています。「変化」を挙げ

られていますことに、我々には特に留意する必

要があると思います。また、８～13ページに新

会長夫妻の人となりが紹介されています。 

 19～33ページは、新ガバナーのプロフィール

が載っています。我2720地区の本田ガバナーの

紹介も34ページに見えます。 

 42～48ページには東日本大震災に対しての各

地区のロータリーの多岐にわたる活動が紹介さ

れています。 

 縦書きのページをご覧下さい。19～28ページ

には活動中のロータリークラブが24例紹介され

ています。アットワークですから、いろいろ工

夫されているロータリアンの姿がわかり、地道

な活動が地域社会に溶け込んでいることを強く

感じました。 

 最後に、10ページの「卓話の泉」に“書の基

本”が載っています。漢字の書体には篆書、隷

書、行書、草書、楷書の５体があると説明され

ています。（宮原会長の「宮」を例にとって分かり

易く説明をして頂きました）ミニ知識として受け

取って頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員長 

・人吉中央ＲＣ坂口英雄会長 今日はお世話に 

 なります。今年度人吉中央ＲＣの会長を仰せ 

 つかりました坂口です。宜しくお願い致しま 

 す。                3,000 

・人吉中央ＲＣ武井章副会長 昨年は幹事とし 

 てお世話になりましたが、本年は副会長とし 

 てお世話になります。ご指導の程、宜しくお 

 願いします。            2,000 

・人吉中央ＲＣ富田正彦幹事 人吉中央ＲＣ幹 

 事を今年一年頑張ります。宜しくお願いしま 

 す。                1,000 

・中島博之ガバナー補佐 宮原･馴田年度が快調 

 に出発しましたね。一年間はあっという間だ 

 と思います。頑張って下さい。また、人吉中 

 央ＲＣの会長･副会長･幹事さん、頑張って下 

 さい。               3,000 

・宮原会長 坂口会長、武井副会長、富田幹 

 事、ようこそいらっしゃいました。  2,000 

・浦田会員 宮原年度の門出を祝すと共に中島 

 ガバナー補佐の御活躍を祈念致します。3,000 

・岩本泰典会員 中川会長、渡辺幹事、ご苦労 

 様でした。6月特別ゴルフにて42と54でした。 

 42は北君に合わせ、54は齊藤さんと北君の奥 

 さんに合わせました。レッスンプロはこの様 

 に合わせるのです。         2,000 

・中川会員 坂口会長、富田幹事、武井副会 

 長、ようこそいらっしゃいました。ご就任お 

 めでとうございます。宮原年度と一緒に頑 

 張って下さい。           2,000 

・鳥井会員 誕生祝いを頂き有難うございま 

 す。北会員と手をつないで正面に立ちました 

 ところ、支えてもらっているのだろう、とい 

 う声がしました。10年後は支えてもらおうと 

 思っています。           1,000 

・延岡会員 先週、講金で大分旅行に行き、地 

 区大会で行った『ふぐ八丁』で懇親会をやり 

 ました。当クラブが持ち込んだ〈繊月〉が 

 残っており、皆でたらふく飲ませていただき 

 ました。              2,000 

・堤脩会員 優勝は出来ませんでしたが、ゴル 

 フの賞品を沢山いただき、有難うございまし 

 た。                2,000 

・北会員 誕生祝いありがとうございました。 

 また、ゴルフ準優勝 出来すぎです。ありがと 

 うございました。最後に、人吉中央ＲＣ坂口 

 会長のご活躍をお祈り申し上げます。 2,000 

・塚本会員 人吉中央ＲＣの皆さんお越し頂き 

 ありがとうございます。6月の特別コンペにて 

 優勝することができ、ありがとうございまし 

 た。取切戦にすべり込みセーフとなりまし 

 た。同伴者の方に感謝します。    2,000 

・愛甲康会員 久し振りに出席しました。関島 

 秀樹シンガーソングライターの演奏会の件、 

 宜しくお願い致します。私、生きておりま 

 す、お忘れなく!!          10,000 

・友永会員 早退します。        2,000 

・浅野会員 来客につき早退します。    1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード 7/8合計40,000  
 
 
      点 鐘  宮原和広会長   

 


