
  
     宮原和広会長 

  

 ようやく梅雨が明けた

と思いきや、今度は想定

外の猛暑が続いていま

す。全国でも熱中症で倒

れる方が多いようですの

で、水分を充分に取って

いただき、身体に気を付

けてお過ごしください。 

 7月11日、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の方向付けを水野委員

長のもとで、馴田幹事、ソーゴーグラフィッ

クス担当者と４人で打合せが終わり、本格的

に動き出しました。７月21日の社会奉仕委員

会家庭集会において骨組が決まると思います

ので皆さんのご協力を宜しくお願い致しま

す。 

 ７月12日水俣ＲＣ、13日人吉中央ＲＣ、14

日多良木ＲＣと、各クラブを訪問しまして新

年度の挨拶に行ってきましたが、どこのクラ

ブも特徴のある例会で、大変参考になりまし

た。 

通  算  2 6 6 6回 

2 0 1 1年 7 月 1 5 日 

第  3  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

 今週と来週は第１回クラブ協議会です。今

年度もクラブ運営委員会と奉仕プロジェクト

委員会に分けて２週で行います。 

 クラブ協議会とは手続用覧に｢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あ

る。クラブの全会員の出席が要請される。ク

ラブ協議会は、ガバナーまたはガバナー補佐

の訪問時や、ほかの適切なときに数回開かれ

る。クラブは、地区全域のプログラムと活動

に関する報告が受けられるように、地区協議

会と地区大会の直後にクラブ協議会を開催す

るよう奨励されている。｣と書かれています。 

 ちょうど１年前、中川前会長もこのクラブ

協議会について同じように触れられていまし

た。ちなみに９月30日は、ガバナー公式訪問

になっていますので２回目のクラブ協議会を

予定しています。この後、中島ガバナー補佐

のご指導をいただき、その後第１回目のクラ

ブ協議会になっていますので宜しくお願い致

します。 

 

     馴田信治幹事 

【連絡事項】  

◇国際ロータリー第2720地区本田光曠ガバ 

 ナーより、2011-12年度『ＲＩ超我の奉仕 

 賞｣の推薦についての文書が届いておりま 

 す。クラブ内で推薦したい会員がおられま 

 したら、8/26までに規定の書式に記入の上 

 提出して下さいとのことです。 

◇姉妹クラブ慶山ＲＣ・台北稻江ＲＣ、両ク 

 ラブより新年度の挨拶文と新理事の名簿が 

 届いております。 

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   「それでこそロータリー」 
 
司会・進行   葉山稔洋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   宮原和広会長 
 
           芦北ＲＣ  矢野 徹 会長   

 2011-2012年度熊本第６分区 

        川尻成美直前ガバナー補佐（芦北ＲＣ）           

             第１回 クラブ協議会 前半 



【例会変更】 

熊本北RC7/21→18:30～親睦例会の為 

                中華東方 

熊本東RC7/26→19:00～新入会員歓迎例会の為  

              割烹風林火山 

熊本東单RC8/31→9/2 17:40～ 

      ビール列車例会の為 熊本駅集合  

【本日の回覧】 

   荒尾ＲＣ週報 人吉中央ＲＣ週報 

   八代单ＲＣ週報 

【本日の配布】 

   人吉ＲＣ会報2664  

 

来訪者より挨拶     

           芦北ＲＣ矢野徹会長 

  芦北クラブの第40代会長を仰

せつかりました矢野徹と申しま

す。職業分類は土木工事、ロー

タリー歴は５年と２ヶ月です。

本年、芦北クラブは40周年を控

えております。人吉クラブの皆

様にお世話になることと思いますが宜しくお

願い致します。一年間、宮原会長を目標に、

中島ガバナー補佐のご指導を頂きながらクラ

ブ作りに頑張っていきたいと思っておりま

す。本日はお時間を頂きましてありがとうご

ざいました。 
 
                川尻成美直前ガバナー補佐 

 皆様、一年間大変お世話にな

りました。無事にガバナー補佐

の任務を終えることが出来まし

たのも６分区会員皆様のお陰と

感謝致しております。６月29日

に最後の会長幹事会を木下ガバ

ナーを交え開催致しました。懇親会も大変賑

わい、楽しい一夜を過ごさせて頂きました。

人吉クラブの皆様、本当にありがとうござい

ました。 

 
  
【ガバナー補佐より報告】  

          中島博之ガバナー補佐 
 

 2011～2012年度の私たち

の分区第６分区のガバナー

補佐をやらせていただきま

す、人吉ＲＣの中島博之と

申します。ロータリー歴21

年となってしまいました。

職業分類は豆腐蒟蒻製造販売です。この一年

間どうぞよろしくお願いいたします 

 昨年度の中川・渡辺年度の１年半、本当に

ご苦労さんでした。大分まで何回通われまし

たか？ 

 今年度は宮原・馴田年度です。私も一緒に

お引き立てくださいますようお願いいたしま

す。 

 今年は大分通いはないだろうと思っていま

したところ、早々と７月23日は会員増強セミ

ナーが大分開催です。昨年の10月から研修会

が始まりましたが、想像以上の研修会があり

ました。ガバナー補佐の「役割と責務」を毎

回々々聞いていると、どうも上から各クラブ

を見るような感じがしてなりません。学んで

行くうちに昔の呼称「分区代理」がいいなと

思いました。「分区代理」と聞くと、各クラ

ブからガバナーへと顔が向いているような気

がするからです。今年はクラブからガバナー

へ・・と思って務めたいと思います。 

 ガバナー補佐は各クラブ持ち回りです。研

修会の前日に決まった私には無理、難題が多

すぎます。こうして新年度のご挨拶に各クラ

ブを伺っていますと、私が安請け合いした事

を悔いていますが、でも始まったばかり。 

11名いる他の補佐さんの知恵を借りながら、

他の分区に务らない連絡をして行きたいと

思っています。 

 ＰＥＴＳ・地区協議会に参加された方は感

じられたと思いますが、「心機一転」をス

ローガンに掲げられました今年の本田光曠ガ

バナーは、59歳のバリバリのロータリーに熱

く燃えたガバナーと云っていいでしょう。

突っ走るガバナーに、この後期高齢者は就い

ていけないかも・・・。公式訪問ではそんな

見方で迎えてください。地区協議会で初めて

聞かれたと思います、『ブライダル委員会』

なるもの…、できるかなーと思っていました

が、先の熊日新聞で紹介されていましたので

見られた方も多いと思います。30組の成約を

目指していますと書いてありました。第１回

ガバナー補佐会議で取り組んでみましょ

う・・となりましたのでお知らせいたしま

す。芦北ＲＣ、水俣ＲＣ、人吉中央ＲＣ、多

良木ＲＣでは、委員会は立ち上がっていまし

た。本田ガバナーも喜ぶ

でしょう。     

 今年最低４回はお伺い

いたしますので、また

か？と思わないでよろし

くお付き合いくださいま

すようにお願いいたしま

す。後352日になりまし

た。カウント・ダウンを

楽しみながら０まで頑張

ります。よろしくお願い

いたします 

 



   

  第１回クラブ協議会 前半 
 
 
 

クラブ運営委員会  

委員長)山賀勝彦 副)浅野 強 

方針；ＣＬＰが当クラブに正式に導入され

て、今年で４年目となります。毎年地区協議

会などで研修を受けてきました。尐しずつ改

良されて来ましたが、昨年度で完全なＣＬＰ

が形成されたように思えます。『クラブ運営

委員会』は従来の『クラブ奉仕部門』に替わ

るもので、Ｒ情報委員会・親睦委員会・ＳＡ

Ａ・プログラム委員会・ニコニコ委員会・出

席委員会・会員増強委員会・職業分類委員

会・会員選考委員会・クラブ広報委員会・雑

誌委員会・クラブ会報委員会の12の小委員会

で構成され、長期計画等を策定し、クラブの

効果的かつ魅力ある運営が実行されるよう最

大限に協力し、クラブのより一層の活性化を

図ります。 

計画；各委員会の計画がスムーズに実行され

るように協力、援助する。また、地区協議会

に於いて、各クラブは運営委員会内で『研修

委員会』の設置を検討するようにと指示があ

りましたが、わがクラブにある『Ｒ情報委員

会』とマッチするよう宮原会長やクラブ情報

委員会・地区リーダーシップ委員会に出向さ

れています中川直前会長や皆さんと相談、検

討します。 
 

Ｒ情報委員会  
委員長)高山征治 副)浦田繁喜 

  委員)和田栄司･小林清市･中川貴夫 

方針計画は、片岡前年度委員長を踏襲してお

り、方針として、①会員に対してあらゆるレ

ベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関す

る情報の提供。②会員候補者にロータリーク

ラブ会員の特権と責務に関する情報の提供。 

計画として、①会員候補者に対するオリエン

テーションを行う。②クラブ細則により、新

会員が早くクラブに溶け込めるように、１年

間新会員をサポートする会員を指名する。③

新会員のための勉強会を開催する。④ロータ

リー理解推進月間（１月）において、例会プ

ログラムに協力する。⑤国際ロータリー創立

記念日（２月）人吉ロータリークラブ創立記

    岩五和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・芦北ＲＣ矢野徹会長 一年間宜しくお願い 

 致します。             2,000 

・川尻成美直前ガバナー補佐 お世話になり 

  ました。宮原年度のご発展を祈念申し上げ 

 ます。              2,000 

・中島ガバナー補佐 ガバナー補佐をやらせ 

  て下さいましたことに感謝します。第１回 

 訪問を全部終わりました。一年間宜しくお 

 引き立て下さい。         5,000 

・宮原会長 矢野会長、川尻ガバナー直前ガ 

 バナー補佐、ようこそいらっしゃいまし 

 た。一年間宜しくお願い致します。 1,000 

・中川会員 前川尻ガバナー補佐、芦北ＲＣ 

 会長矢野様、ようこそおいでくださいまし 

 た。また、川尻ガバナー補佐お疲れ様でし 

 た。矢野会長頑張って下さい。40周年伺い 

 ます。              2,000 

・立山会員 アクトの例会変更を当日に報告 

 する失態をしてしまいました。今後このよ 

 うなことがないよう気をつけます。宮原会 

 長、出席を予定されておられた方々、申し 

 訳ありません。          1,000 

・有馬会員 五上温章牧師、屋守様、アクス 

 リー先生の講演集の本、進呈いただきまし 

 てありがとうございます。ロータリアンの 

 皆様、7月30日(土)の、ダン・アクスリーさ 

 んのチャリティーコンサート（無料です） 

 一人でも多くの方へお声掛け下さいますよ 

 うお願い申し上げます。      2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード 7/15合計15,000 

 
 
 
 
      点 鐘  宮原和広会長 

 

 

 

   

本日の出席率 

会   員   数   66名   77.77% 

出 席 免 除 4名 7 / 1例会出席率  84.38％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 8名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席者  

 鳥越・丸尾・齊藤・木村・村山・延岡・宮山・石原 

 有村・山口・永江・小林祐・大賀 

＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康, 山本 

メークアップ 

次年度委員会；渡辺・山賀・山田・山口・安達・赤池 

       青木・有馬 



念日（５月）に関するプログラムに協力す

る。⑥ロータリーミニ情報を、例会での報告

や会報への掲載をする。 

 委員会の役割分担を決めております。新入

会員のオリエンテーション援助会員の指名は

委員長の仕事、11月の新入会員のための勉強

会は中川委員、ロータリー理解推進月間(１

月)の卓話は和田栄司委員、２月の国際ロータ

リー創立記念日卓話は小林清市委員、５月の

人吉ロータリークラブ創立記念日卓話は浦田

繁喜副委員長、例会や週報でのロータリーミ

ニ情報は私がやらせて頂きます。今年一年宜

しくお願い申し上げます。 

 

親睦委員会   
委員長)戸高克彦 副)漆野智康  

  委員)水野虎彦･岩本泰典･立山茂･本田 節 

     鳥越博治･小林祐介 

方針；会員相互の親睦と友情を深めると共

に、会員家族にもロータリーをより理解して

もらえるよう努め、全会員の協力のもと、委

員一同親睦の和を広げクラブの繁栄に努めま

す。  

計画；①５大親睦活動（※担当者を決め進める） 

・新旧理事役員歓送迎会 7月1日(金) 

                 （担当：水野･戸髙） 

・納涼家族会8月19日(金) 

                 （担当：立山･漆野） 

・忘年会12月9日(金) （担当：鳥越･本田） 

・新年会1月6日(金)（担当：岩本泰･小林祐） 

・賀寿会6月1日(金) （担当：漆野･鳥越） 

②誕生祝・結婚祝・ゴルフ表彰   

・毎月第１週目（できる委員で行う）  

③夫人の集い    

・会長夫人.幹事夫人2月～4月 

           （担当:本田･戸高） 

④親睦スポーツ（ゴルフ愛好会）  

・月例コンペ（委員一人は参加出来るようにする） 

・総会 7月10日(日)（担当：戸高）  

・３クラブ合同コンペ（担当：戸高･漆野） 

※⑤幹事からのご提案…５大親睦等後の二次 

 会への参加を呼びかけ会員同士の親睦をよ 

 り深める。  

 委員長、副委員長共に親睦委員会が初めて

という事で不安もございますが、委員の方々

に強力なメンバーを揃えて頂いておりますの

で、力不足ではございますがご指導を頂きな

がら精一杯一年間努めたいと思います。 

 

ＳＡＡ  
委員長)馬場貞至 副)板五英朗 

  委員)村山能史･山口令二･青木一幸 

方針；人吉ロータリークラブの例会が、気品

と風格を保った格調高いものとなる様、会場

の設営、監督に気配り、心遣いの精神をも

ち、委員全員で取り組む。また、来訪者が人

吉ロータリークラブ例会にもう一度来たいと

思って頂ける様、「お声かけ」に努める。 

計画；①例会がスムーズに進行できるよう、

委員会メンバーは45分前に集合し、会場設営

を行う。②幹事・プログラム委員会と密に連

携し、例会運営を行う。委員はタクトの練習

を最初に行う。(新会員は特訓を行う）③「君

が代」「ロータリーソング」の指導に努め

る。（会員には楽譜をお渡しし、正確に覚え

ていただく）④会員相互並びに来訪者の親睦

が円滑に出来るよう「お声かけ」に努め、温

かい雰囲気づくりを行う。⑤秩序ある例会と

する為に、会の運営の妨げになるような行

い、スピーチ中での迷惑になる私語について

は注意を促す。(“おしずかに”のプラカード

を作製)⑥ロータリー体操を月に１度の目安で

取り組む。 

 

プログラム委員会 
委員長)葉山稔洋 副)平田フク 

 委員)渡辺洋文 

方針；会長、幹事の基本方針に従い、年間を

通して各委員会と連絡を密にして、時間配分

に頭を悩ませつつ、年間行事に、気を配り、

バランスのとれた人吉ＲＣらしい節度ある楽

しい例会運営を行う。 

計画；新入会員卓話・外部卓話・例会のプロ

グラム作成・公式行事、特別行事の活動報

告・その他必要事項 

予算は外部卓話記念品として40,000円を計上

しております。 

 

ニコニコ箱委員会  
委員長)有馬宏昭 副)岩本光義 

 委員)齊藤日早子･永江 浩･丸尾 孜 

方針；①会員やご家族、事業所の喜びやお祝

い事をタイムリーにニコニコしていただける

よう、また、一人でも多くの方に寄付いただ

けるような雰囲気づくりに努めます。②ニコ

ニコの収入は当クラブの特別会計予算として

重要な財源です。経済情勢厳しい中ではあり

ますが、本年度の目標額を壱百亓拾萬円とい

たします。 

計画；①全員スマイルを年に６回とする。 

１.年頭第１例会 ２.納涼家族会 

３.忘年会 ４.新年会 ５.ＲＩ創立記念日 

６.クラブ創立記念日 

②ニコニコ箱担当は、各委員が最低２ヶ月担

当できるよう、交替で担当する。 

予算は、委員会費 10,000円ビジター用品

20,000円の計30,000円です。 

 



出席委員会  
委員長)岩五和彦 副)永尾禎規 

 委員)原田知一郎･友永和宏･堀 文記 

方針；例会出席はクラブ会員としての条件の

一つであり、奉仕活動の基本でもあります。

よって全会員に今一度出席規定の周知徹底を

し、例会を楽しみ、親睦を深めながら出席率

の向上を計ります。 

計画； 

①地区大会、各行事への参加奨励  

②出席状況の報告、３ヶ月毎出席率を出す  

③出席状況の低い会員への出席を促す  

④無届け欠席への対策（3回無届け欠席の場合） 

⑤出席率100％達成者を表彰する 

⑥出席率発表をローテーションで担当する 

 7～8月岩五･永尾  9月～10月原田･堀   

 11～12月岩五･友永 1月～2月永尾･原田 

 3～4月岩五･堀   5月～6月永尾･友永 

 

会員組織増強委員会   
委員長)尾方芳樹 副)宮山惇 

 委員)外山博之･安達玄一･伊久美寛志 

方針；クラブ基盤の構築を図るために会員増

強に力を入れる。（会員増強はクラブ奉仕の

活動となる）     

計画；①新入会員純増２名以上の入会を目標

とする。②関連委員会との連携を図る。③新

入会員あるいは３年未満の会員に新会員の推

薦を促す。④新会員を勧誘するのは会員の責

務であることを認識していただく。 

 

職業分類委員会  
委員長)大久保勝人 副)堤 正博 

  委員)釜田元嘉・岡啓嗣郎・片岡啓一・延岡研一 

方針：会員資格に関する職業分類の原則を維

持する。この原則を十分に認識し、クラブ組

織の発展の為に運営する。 

計画：①職業分類調査及び職業分類表を時代

に見合ったものに整備。②被推薦者が職業分

類の資格条件を満たしているかの決定に当

たっては、理事会と協議する。③会員増強委

員会と会員選考委員会と連絡を密にする。  

 

クラブ広報委員会  
委員長)五手富浩 副)石原弘章 

委員)山田仁法・石蔵美佐子・木村正美 

方針としまして、人吉ロータリークラブの活

動や地域社会のおける貢献や役割を様々なメ

ディアを通して広報し、ロータリー活動に理

解を深めてもらう。また、地区協議会や当ク

ラブ内での情報交換の密度を高める（ＩＴ化

の推進） 

計画と致しましては、①年度初めにクラブ執

行部と共に諸官庁及び報道機関に表敬訪問を

行う。 

 本年度は既に7月1日(金)に青五阿蘇神社に

て参拝の後、人吉新聞社、球磨地域振興局、

人吉警察署、人吉商工会議所、人吉市役所と

表敬訪問を行いました。 

②クラブ内の奉仕活動等を担当委員会と協力

し、広報活動を行う。 

③報道記載記事や、活動状況写真などを記録

として保存する。 

 ②、③につきましては、各委員会より活動

予定、状況報告(写真等含む）の提供を宜しく

お願い致します。 

④クラブ会報委員会と協力して、クラブの

ホームページの管理及び更新を充実する。 

 ホームページ管理費を倍増して、動画の配

信やリンクの充実、将来的には独自ドメイン

の取得等、ＩＴ化を推進して参ります。 

⑤ホームページ等、ＩＴ化の推進に地区と連

携して取り組む。 

 本年度地区広報部門、地区広報委員会よ

り、ＩＴ化推進における３ヶ年計画策定の依

頼や、地区別座談会等への参加協力が求めら

れております。 

 予算と致しましては、報道機関広告費(暑中

見舞、年賀、県体 等）に10万、ＨＰ管理費に

15万の計25万を計上させて頂きました。1年間

宜しくお願い致します。 

 

雑誌委員会  

委員長)鳥五正徳 副)中島博之 

 委員)牛島スミ子・愛甲 康・北昌二郎 

方針；「ロータリーの友」を熟読することに

より、ロータリーの方針、行事、各クラブの

活動状況等を認識し、ロータリー活動への理

解をより一層深める。 

計画；①「ロータリーの友」の見所紹介を実

施する。特に印象の残った記事を自分の考え

や感想を加えるなど、心に届く紹介になるよ

うに努力する。②ロータリー活動を広く認識

していただくため、公共的な場所に「ロータ

リーの友」を配布する。③月別担当を決めて

紹介する。新入会員にも協力をお願いする。 

④「ロータリーの友」の読書状況を理解する

ため、アンケート調書を計画する。 



クラブ会報委員会  
委員長)塚本哲也 副)尾上暢浩              

委員)川越公弘・山本瑤子 

方針；会報は永遠に残される人吉ロータリー

クラブの貴重な資料です。そのために正確で

読み易く、また多くの写真や表などを取り入

れ、興味を引くような会報作りを心掛けて行

きたいと思います。そして会報は、人吉ロー

タリークラブの方針、現状、活動を他クラブ

に伝えられる媒体でもあるので、有意義な内

容になるような会報編集を心掛けます。 

計画； 

①正確な記録を掲載・保存するため、原稿は 

 特にメールでの提出をお願いする。  

②外部卓話の方には、依頼する会員・委員長 

 から原稿の提出をお願いしていただく。 

③カメラ・ボイスレコーダーを活用して、会 

 報に反映させる。 

④会報用綴りを全会員に配布する。 

⑤会報作成は、委員を月割りして担当してい 

 ただく。 

  7・8 月（塚本） 9・10 月（尾上）      

 11・12月（川越） 1・2 月 （塚本）    

   3・4 月（尾上）  5・6 月 （川越） 

 

地域発展委員会  
委員長) 北昌二郎 副)川越公弘 

 委員)大賀睦朗・尾上暢浩・尾方芳樹 

    大久保勝人・永江 浩 

方針；地域発展のため、がんばっている方へ

の支援と協力を行うことを基本方針として活

動する。支援は、地域の歴史や文化、産業、

自然に関する取り組みをしている団体や個人

を対象として行う。 

計画；①各種イベント等への積極的な参加及

び協力②基本方針に沿う功労者の表彰③まち

づくり卓話④その他、ロータリークラブに対

して要請のあった、地域発展に関連する突発

的な支援。 

 

新世代委員会 
委員長)本田節 副)戸高克彦 

  委員)鳥五正徳 塚本哲也 永尾禎規 石原弘章 

       有馬宏昭 釜田元嘉 

方針；青尐年の健全な育成の為に、関係団体

と連携を図り、ロータリアンとして何が出来

るか模索し、また、ローターアクト委員会と

も協力し、次世代を担う青尐年教育活動に全

面的に支援をおこなう。今年度は、特に家庭

教育力アップの為に支援をする。 

計画；①青尐年支援事業への協力②青尐年ス

ポーツ大会援助（人吉球磨中学生柔道大会後

援）③新世代のための月間 内部卓話（有馬

宏昭会員・鳥五正徳会員）④人吉市青尐年育

成市民会議への参加⑤家庭教育力アップの為

の支援 を計画しております。以上です。 

 

         閉 会 

 

 

        

                

       ご 案 内 

 

 東日本大震災復興支援チャリティーライブ 

ダン・アクスリー トランペットコンサート 

 

７月３０日（土） 

   人吉市カルチャーパレス・小ホール 

        午後2：30～ 

７月３１日（日） 

    旧ひかり幼稚園ホール（城本町） 

        午後４:００～ 
入場は無料ですが、会場で募金が行われます。 

お預かりした義援金は被災地復興支援のために

全額寄付致します。 

 

ダン・アクスリー 氏 プロフィール 

人吉市で50年キリスト教伝道と幼児教育に心を

注いだアメリカ人宣教師デール・アクスリー夫

妻の三男。世界的に有名なトランペット＆フ

リューゲルホーン奏者の他、スタジオミュージ

シャン、プロデューサーとして活躍中。現在は

アメリカ在住だが、人吉の地で生まれ育った故

に、アメリカ人でありながら、“日本人にトラ

ンペットを習った”というユニークな経緯を持

つ。今年３月に発生した東日本大震災による津

波被害に心を痛め、2011年5月31日～6月11 

日までを被災地、7月26日～8月11日までをそ

の他の地域という日程で｢ミニ･ジャパン･ツ

アー｣と称しチャリティーライブを行っている。 

 

 お問い合わせ先 

   ともしび聖書チャペル 

    人吉市蓑野町190 ℡24-5404 

    
 本日、井上温章牧師様、屋守様からご案内を 

 頂きました。 

 
    


