
  
     宮原和広会長 
  

 梅雨明け早々の大型台風６号の通過は各地

で被害をもたらしました。昔は台風が発生し

たら６割～７割の確率で九州に上陸していた

ような気がします。やはり地球温暖化の影響

でしょうか？ 

 東北ガンバレを合言葉に激戦を制覇した女

子サッカーなでしこジャパンがＰＫ戦の末、

アメリカを下し、世界一になり、感動を与え

たすばらしい試合でした。 

 なでしこジャパンが掲げた横断幕、 

  「To Our Friends Around the World    

 Thank You for Your Support」 

 （世界の仲間へ、支援をありがとう） 

この横断幕はスポーツを通じて東日本大震災

における世界の支援に対する感謝の気持ちを

表したものでした。 

 ７月20日は人吉中央ＲＣの「くま川鉄道 納

涼生ビール列車例会」に、中島ガバナー補

佐、赤池パスト会長と出席してまいりまし

た。芦北ＲＣから２名、多良木ＲＣから３名

お見えになり、総勢25名前後の参加で大変盛

り上がりました。 

 昨夜は土用丑の日、社会奉仕委員会、職業
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毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

奉仕委員会の合同家庭集会が二代目で行わ

れ、各委員長さんの方針発表をして戴きあり

がとうございました。この日は武末会員と愛

甲康会員にオブザーバーで参加戴き、カレン

ダー事業の打合せを行いました。お陰で制作

に向けての計画がまとまり安堵致しました。

水野社会奉仕委員長、大変ですが宜しくお願

いします。 

 明日は会員組織増強セミナーが大分で開催

されます。中島ガバナー補佐、尾方会員組織

増強委員長、そして馴田幹事と私の４人で出

席してきます。大分まで往復約７～８時間か

かりますが、宜しくお願いします。 
 
 
    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

◇2720地区本田ガバナーより、「第17回全日 

 本ＲＣ親睦合唱祭」開催の案内及び意向確 

 認についての文書が届いております。 

  日 時；2012年５月１９日(土) 

  会 場；横浜みなとみらいホール  

◇くまもと犯罪被害者支援センター理事長本 

 田一氏より、第８回一行詩「いのちのう 

 た」作品募集についてお願い文書が届いて 

 おります。社会奉仕委員会水野委員長へお 

 渡しします。 

◇第１回地区ブライダル推進委員会担当者会 

 議開催について開催日のアンケートが届い 

 ております。社会奉仕水野委員長へお渡し 

 します。 

◇関島秀樹チャリティーコンサートのお知らせ 

 人吉ＲＣでは東日本大震災復興支援のた 

 め、シンガーソングライター関島秀樹氏を 

 お招きしてチャリティーコンサートを開催 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   青木一幸SAA委員 

                    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 
 
         多良木ＲＣ  松下正壽 会長 

          〃     中村道朗 副会長    

              〃     池田祐二 幹事 

             第１回 クラブ協議会  後半 



 して募金活動を行います。会員の方々には 

 観客動員のご協力をお願いします。 

 （入場無料） 

  日 時；７月２９日(金)１９時より 

  場 所；人吉市総合福祉センター大会議室 

【例会変更】 

熊本西RC8/9→18:30～暑気払い 例会 オー

デン 

熊本单RC8/16 熊本中央RC8/12 

熊本江单RC8/10 熊本城東8/15 

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC8/15 熊本東RC8/16 

熊本東单RC8/17 熊本北RC8/18 

             →クラブ定款に基づく取止め               

【本日の回覧】 

 玉名中央ＲＣ週報 熊本水前寺公園ＲＣ週報 

 

来訪者より挨拶        

 

 

 

 

 

 

  多良木ＲＣ会長の松下正壽と申します。 

今日は池田幹事、中村副会長とお邪魔しまし

た。多良木クラブは７月１日、会員31名のス

タートとなりました。平均年齢は61歳、今年

度のクラブテーマは、親睦と奉仕をがんばろ

う！としております。先日ございました人吉

中央ＲＣのビール列車例会へ出席致しました

が、親睦例会は肩がこらなくていいですね。

ですから今年度は夜の例会を増やしておりま

す。人吉クラブの皆さんも是非メークアップ

にお出でください。お待ちしております。 

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

【親睦委員会】 

（岩井会員 喜びの一言） 

 取切戦で優勝させていただきました。当日

時間に遅れてしまいまして権利喪失するとこ

ろを快く受け入れて頂きました。最近ドライ

バー不調の私でしたが、皆さんが何も言わず

あたたかく見守ってくださったお陰だと感謝

します。ありがとうございました。 

  77月のゴルフ表彰 月のゴルフ表彰 77月月1010日チェリーＧ＜人日チェリーＧ＜人吉ｺｰｽ吉ｺｰｽ 

    
    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・多良木ＲＣ松下正壽会長 45代多良木ＲＣ 

  会長になりました。よろしく御指導下さ 

 い。               3,000 

・多良木ＲＣ池田祐二幹事 多良木ＲＣの幹 

 事をすることになりました。宜しくお願い 

 します。             2,000 

・多良木ＲＣ中村道朗副会長 多良木ＲＣ副 

 会長です。一年間宜しくお願いします。本 

 日はお世話になります。      2,000 

・熊本第6分区中島博之ガバナー補佐 多良木 

 ＲＣの皆さん本日来訪ありがとうございま 

 す。今年１年間宜しくお願いします。2,000 

・中川会員 多良木ＲＣの松下会長、池田幹 

 事、中村次年度会長、ようこそお出で下さ 

本日の出席率 

会   員   数   66名   77.77% 

出 席 免 除 4名 7 / 8例会出席率  82.53％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席者  

 北・漆野・岩本泰・本田・石原・渡辺・友永・板井 

 有村・丸尾・浅野・木村・小林祐  

＊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；有村・馬場・葉山・平田・本田・堀 

       井手・伊久美・板井・岩井 

  多良木ＲＣ  

 松下正壽会長 

中村道朗副会長    

池田祐二幹事 

５位 塚本哲也 ８２ １０ ７２ 

７位 戸高克彦 ９２ １８ ７４ 

１０位 中島博之 １１３ ３６ ７７ 

；； 小林祐介 敢闘 武末憲一 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ②村山能史   ⑧浅野 強 

  ⑫浦田繁喜   ⑮中川貴夫  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ⑤大久保勝人 ⑱浦田繁喜 

６7歳未満 ⑤塚本哲也  ⑱岩井和彦 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹 45・45・90 

６7歳未満 中川貴夫  39・42・81 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 尾方芳樹 ９０ ２１ ６９ 

準優勝 岩井和彦 ８８ １９ ６９ 

３位 浅野 強 ８２ １２ ７０ 

４位 浦田繁喜 ９５ ２３ ７２ 

    ゴルフ愛好会 

 ２０１０－２０１１年度取切戦 
 
 ☆ 優勝 ☆  
 岩井和彦会員 

H・D OUT ＩＮ TOTAL Ｎ＞Ｔ 

15.8 43 45 88 72.2 



職業奉仕委員会   
委員長)安逹玄一 副)鳥越博治  

  委員)堀 文記・石蔵美佐子・板井英朗 

    高山征治・渡辺洋文 

方針；今、すべての職業に求められている高

い倫理基準をどう実践すべきかを「四つのテ

スト」「ロータリアンの職業宣言」を通して

再認識できるような委員会活動を目指しま

す。 

計画；①職業奉仕に関する卓話② 職場訪問例

会の実施(大賀スイミングスクール)③優良職

員表彰④社会奉仕委員会に協力する(カレン

ダー事業) 

予算は前年同額15万円。以上です。 

 

社会奉仕仕委員会   
委員長)水野虎彦 副)村山能史  

  委員)葉山稔洋・牛島スミ子・岩井和彦 

    井手富浩・浦田繁喜 

方針は、地域社会の発展と環境美化への取り

組み、又、各委員会との連携を行い、行政、

各種団体と協力し、社会奉仕活動に貢献し、

ロータリー活動の広報につとめる。 

東日本大震災被災地への援助と理解に貢献で

きるようクラブ内外へ働きかける。 

計画は、①地域の社会奉仕、福祉活動への参

加・協力。②募金活動への参加。③暴力追放

協議会への参加。（７月１日、暴力追放協議

会総会へ出席して参りました）④犯罪被害者

支援センターへの賛助。⑤人吉・球磨総合美

展への賛助。⑥社会奉仕に関する卓話。⑦人

吉球磨観光カレンダー（東日本大震災チャリ

ティー）制作。(昨夜の家庭集会において、具

体的に協議して頂き、早速近日中に作品募集

の広告を出したいと考えております）⑧地区

ブライダル推進委員会への協力（８月８日に

地区のブライダル推進委員会へ出席して参り

ます）⑨全員で活動に取り組む。となってお

ります。宜しくお願い申し上げます。 

 

環境保全委員会   
委員長)延岡研一 副)原田知一郎  

  委員)山口令二・丸尾 孜・堤 正博・岩本泰典 

｢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

づき実施してまいります。 

 年間計画は、例年同様に外部卓話、クリー

ン人吉への参加、早朝例会の実施に加えて、

九州電力が本年度から５年間に亘り実施予定

の人吉市における植林事業（２月頃予定）へ

の参加を考えております。 

 ロータリー財団地区補助金を活用した事業

については、宮原会長の指導の下、ロータ

 いました。一年間がんばってください。 

                  1,000 

・岩井会員 ○多良木ＲＣ松下会長、ようこ 

 そいらっしゃいました。一年間がんばって 

 下さい。○取切戦で優勝させていただきま 

 した。ありがとうございます。   3,000 

・宮原会長 松下会長、中村副会長、池田幹 

 事、ようこそいらっしゃいました。 1,000 

・和田会員 松下会長、池田幹事、中村次年 

 度会長、ようこそいらっしゃいました。 

                  1,000  

 ニコニコ･ごめんねカード 7/22合計15000 
 
 
      点 鐘  宮原和広会長 

  

    

  第１回クラブ協議会 後半 
 
 

 

会員選考委員会  
委員長)有村隆徳 副)大賀睦朗 

 委員)赤池利光・堤 脩・増田 力・武末憲一 

方針；クラブ細則第８条（委員会の任務）第

１節(ｉ）に規定する手続きを忠実に履行し、

任務を遂行する。 

計画；①会員組織増強委員会、職業分類委員

会と連携を密にする。②関連分類の既存会員

の意見を聞きながら、ベテランの委員の皆様

の意見を尊重し判断します。 

③家庭集会は関連委員会の委員長と相談し、

できれば合同で致したい。 
 

奉仕プロジェクト委員会  

委員長)宮原和広 副)馴田信治 

 方針；奉仕プロジェクト委員会は、職業奉

仕、社会奉仕、環境保全、地域発展、ヘルス

サポート、新世代、ローターアクト、国際奉

仕、米山記念奨学委員会の９委員会で構成さ

れ、それぞれの奉仕活動について協力し、推

進する。 

計画；各委員会と連携を図りながら目標達成

に向けて努力する。 



リー財団委員会、他委員会と調整しつつ、実

施の可否を早急に判断したいと思っておりま

す。 

 年間予算は、委員会費・外部卓話それぞれ

10000円、計20000円で計上しております。 

 

ヘルスサポート委員会   
委員長)外山博之 副)岡啓嗣郎  

  委員)友永和宏・増田 力・小林清市・木村正美 

       堤 脩 

方針；長寿社会を踏まえ、地域医療、介護、

福祉の知識を深め、併せて会員自身とその家

族の健康管理に寄与する事に努める。 

計画；①ロータリー会員は、比較的年配者は

多く、所謂、４病（脳卒中、心臓病、癌、糖

尿病）に関する最新知識、並びに、地域医療

連携の在り方、又、医療と介護の連携などに

ついての専門家の外部卓話。②ＳＡＡにお願

して、例会前に｢ヘルスサポート体操｣を行な

いたい。③年度内に病気で入院された会員が

おられれば、差し支えない範囲で、体験談を

話して戴きたい。 

 予算は、委員会費5000円、外部卓話謝礼と

して30000円を計上しております。以上です。 

 

ローターアクト委員会   
委員長)立山 茂 副)青木一幸  

  委員)武末憲一・平田フク・漆野智康 

    馬場貞至・岩本光義 

①去年35周年、地区研修会と立派に実績を示

したので、今年はアクトの自主運営でやって

いく。②地区活動に積極的に参加する。増額

いただいた10万円をその費用として有効に使

わせていただく。③アクト委員は新人が多い

ので、まずはアクトのついて理解していただ

く。その指導を武末パスト会長にお願いす

る。最後はアクトのよき理解者としてアドバ

イスをいただく。アクトとロータリーが一緒

にやる活動には委員会も積極的に参加する。

④去年13人でスタート、今年は９人になった

ので、皆様からの紹介者をお願いします。 

 

国際奉仕委員会   
委員長)山田仁法 副)小林祐介  

  委員)中島博之・有村隆徳・齊藤日早子 

方針；国際奉仕の基本方針は、｢奉仕の理想に

結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界

的親交によって、国際間の理解と親善と平和

を推進する｣となっています。 

 今年度は、稻江ＲＣと第三次姉妹締結調印

式をいたします。この基本方針を年頭に置

き、これまで以上に深い理解と絆、そして親

善に努めます。その他、世界社会奉仕（ＷＣ

Ｓ）のプログラムの目標の中から、特に援助

を求めている人々の生活の質を、ロータリー

の国際奉仕を通じ高めるプログラムへの参加

も検討します。 

計画；①稻江ＲＣ第三次姉妹締結調印式

（2012年２月予定）②世界社会奉仕(ＷＣＳ）

のプログラムへの参加検討③世界理解月間に

卓話をする。（外部卓話または内部卓話） 

 

米山記念奨学委員会   
委員長)片岡啓一 副)赤池利光  

  委員)山本瑤子・宮山 惇・愛甲 康 

米山記念奨学事業は、米山梅吉氏の偉業を記

念して設立された国内で最大の奨学金制度で

す。二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に、日本で学ぶ外国人奨学生の母国と日本と

の懸け橋となって、将来国際社会で活躍する

優秀な留学生を支援する事を目的としていま

す。本年度は、普通寄付として会員一人あた

り6000円、そして特別寄付もよろしくお願い

致します。また、恒例の｢第17回米山記念奨学

生招待事業」も計画しております。 

 

ロータリー財団委員会   
委員長)和田栄司 副)伊久美寛志  

  委員)中川貴夫 

 昨年と同じですが、今年度も財団寄付のお

願いが中心となります。宜しくお願いしま

す。それから、今年でポリオプラスの寄付が

終わる予定ですので、こちらの寄付もお願い

したいと思います。ポリオプラスプログラム

については、11月のロータリー財団月間に何

か計画をしたいと思っております。 

 未来の夢計画もいよいよ来年から始まりま

す。今年はこの行事に対しても勉強したいと

思います。 

 各テーブルにニコニコカードのような財団

寄付カードを作成して、配布しております。

昨年同様にこちらもちょっとしたお祝い事な

どの時に、カードを提出していただければと

思います。１年間宜しくお願いします。 

 

         

        閉  会 

 

 


