
      宮原和広会長 
  
７月23日（土）、大分での

地区会員増強セミナーに、中

島ガバナー補佐、尾方会員組

織増強委員長、馴田幹事、そ

して私の４人で参加してきま

した。行き道４時間、帰り道４時間、セミ

ナー３時間、皆様本当にお疲れ様でした。セ

ミナー会場は別府大学短期大学部文化ホー

ル、午後１時点鐘で開始され、会員増強維持

部門の緒方部門長の開会後、ホストクラブ大

分中央ＲＣ赤川会長より歓迎の挨拶がありま

した。赤川会長は３月12-13日に行われました

木下年度の地区大会で会員増強優秀クラブの

表彰を糧に、今日まで19名の会員を受け入

れ、現在55名の体制で運営していると云わ

れ、会場は驚きの様子を隠せませんでした。

その後、本田ガバナーより、心機一転「ここ

ろの中を見つめよう  会員を広げるため

に」、会員拡大は「増」と「強」の二本柱を

同時に太くすることが必要です。と挨拶があ

りました。杉谷国際ロータリー研修リーダー

の「魅力あるロータリー」というテーマでス

ライドを交え、2010-2013年度長期計画とし

て、①クラブのサポート ②人道的奉仕の重

点化と増加 ③公共イメージと認知度の向上 

として３つの優先項目を掲げられ、約１時間

の講演がありました。 
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 ２時30分よりワークショップに移り、各分

区ごとにディスカッションが設定してありま

したが、一つの部屋に６分区の皆さんが集ま

りましたが、さすがに中島ガバナー補佐は唖

然とされました。それもそのはず、6月から７

月にかけて何度も顔を合わせたメンバーばか

りで、わざわざ大分まで来てディスカッショ

ンする必要があったのかと疑問に感じたのは

私ばかりではありませんでした。１時間の

ワークショップの後、各分区ガバナー補佐の

報告があり、６分区の中島ガバナー補佐が登

板され、この件を発表された瞬間、会場より

拍手が起こりました。最後に、山崎地区研修

リーダーの講評があり、４時に閉会しました

が、短いセミナーで長い１日でした。後日、

尾方会員組織増強委員長よりセミナーの報告

をお願いしてありますので、楽しみにして下

さい。 

 嬉しいお知らせがあります。全ての手順が

終わり、７月22日の臨時理事会におきまして

新入会員の片岡忠雄氏が承認され、７月27

日、高山Ｒ情報委員長と推薦人の延岡会員よ

りオリエンテーションをして戴き、８月５日

に入会式の運びとなりました。 

 さて、アナログ放送（地上波テレビ）が24

日放送開始60年近い歴史に幕を閉じ、デジタ

ル放送（地デジ）に移行しました。思えばテ

レビの放送開始当初は、多くの人々が街頭テ

レビでプロレス中継に熱中して始まり、皇太

子ご成婚を機に一気に家庭にテレビが普及し

ました。60年代の東京オリンピック時にカ

ラーテレビが浸透し、70年代はお茶の間の番

組が人気を集め、歌謡番組やテレビドラマが

黄金期でした。80、90年代はトレンディドラ

マやお笑いバラエティーが人気になり、89年

には衛生放送が始まりました。2000年代から

は高視聴率となったのがスポーツ中継だそう

です。 

点 鐘            宮原和広会長 
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   シンガーソングライター 関島秀樹様 

               坂田 様  



 最近はテレビ離れの人も多いようで、デジ

タル放送を機に見るだけのテレビから使うテ

レビに変わるのではないでしょうか？視聴者

が参加でき、情報が発信できるという新しい

形のネット時代にふさわしい魅力ある番組制

作が検討されているようですが、人々が高い

負担で買い替えた地デジ化テレビの将来が良

かったと思えるようなテレビの未来に期待し

たいものです。一方、地デジ化によって余裕

ができた電波を有効に利用してもらいたいも

のです。 

 本日は、関島秀樹様と坂田様をご招待致し

ました。実は愛甲康会員の取り計らいによ

り、今回この企画が実現できました。 

 後ほど、お二人のご紹介、そしてご挨拶と

歌を披露して戴きます。また、今夜７時より

社会福祉センターにおきましてチャリティー

コンサートが開かれますので是非ご来場を宜

しくお願い致します。 

 
 
     馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

◇人吉市国際交流協会事務局より平成２３年 

 度会費納入のお願いが届いております。 

◇人吉市クリーン人吉運動（早朝清掃8/16） 

 の協力依頼が来ております。環境保全延岡 

 委員長へお渡しします。             

◇ガバナー月信７月号と木下直前ガバナー事 

 務所より2010－2011年度開催ｾﾐﾅｰ記録誌が 

 届いております。 

 

 ≪寄付の申し出≫ 
 
 有村隆徳会員より、有村政代夫人の｢日本の

女将｣会長就任祝いにおいて、多数のロータリ

アンの参加を感謝し、Ｒ財団、米山記念奨学

会へご寄付がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】      戸高克彦委員長 

 親睦委員会より８月ゴルフ愛好会のご案内

です。第２週はお盆休みになりますので第３

日曜日に変更致します。 

 ８月21日(日)、場所は球磨カントリー倶楽

部、10時30分のスタートです。来週、ＦＡＸ

で出欠をとりますので宜しくお願い致しま

す。 

 

【ローターアクト委員会】 武末憲一委員 

 人吉ローターアクトクラブ８月第１例会の

ご案内です。来週８月５日(金）19時30分より

立山商店において開催します。食事はありま

せんので予約は要りません。多数の参加をお

待ちしております。それから第２例会は人吉

ＲＣ納涼家族会と合同になります。以上で

す。 

 

    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【出席委員会】   前年度平田フク委員長 

  

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   66名   73.44% 

出 席 免 除 4名 7/15例会出席率  77.77％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席者  

 尾方・延岡・塚本・青木・本田・丸尾・友永・井手 

 立山・尾上・和田・永江・小林清・小林祐・有馬 

 堀  

＊出席免除会員(a) 石蔵(b) 増田，山本，愛甲康（出席）  

メークアップ 

次年度委員会；岩本光・岩本泰・釜田・片岡・北       

       丸尾・宮原・宮山・水野・村山・永尾     

       中川・中島 

   2010-2011年度  

  出席率100％達成者３５名表彰 
  
   ホームクラブ出席100％達成者２名   

     武末憲一会員･馴田信治会員  
 
 安達玄一   赤池利光  浅野 強 

 原田知一郎  葉山稔洋  平田フク 

 本田 節   井手富浩  伊久美寛志 

 板井英朗   釜田元嘉  片岡啓一 

 川越公弘   丸尾 孜  宮原和広 

 水野虎彦   永尾禎規  中川貴夫  

 中島博之   馴田信治  大久保勝人 

 高山征治   武末憲一  立山 茂 

 鳥越博治   鳥井正徳  塚本哲也  

 堤 脩    浦田繁喜  漆野智康  

 和田栄司   渡辺洋文  山賀勝彦  

 山田仁法   山口令二 



 関島秀樹さん ミニコンサート 
 
関島さんプロフィール； 

1954年11月3日 熊本県荒尾市生まれ。滋賀県

大津市在住。1979年4月25日「あじさい寺」で

レコードデビュー。“もっとやさしくたって

生きてゆけるだろう”を信条に、自然や故郷

の偉大さ、家族や心のふれあいの大切さなど

のメッセージを歌に込め、全国で歌い続ける

シンガーソングライター。学校などでのトー

ク＆ライブも好評で、障害のある人たちや、

お年寄りから子供まで交流の幅は広く、ブラ

ジルやロサンゼルス、中国、韓国など海外で

も活動。桜を植え続けたバスの車掌、難病に

向き合い最後まで教壇に立った教師など、平

和や命の尊さ、懸命に生きることのすばらし

さやその人生を歌にして伝えている。故ばっ

てん荒川さん、島津亜矢さんが歌う「帰らん

ちゃよか」など、日本の情景や故郷への想い

をテーマにした曲も数多い。2005年、『愛・

地球博』では安政南海地震(1854年）の大津波

から住民を救った和歌山の濱口梧陵の話｢稲村

の火｣を歌い、内閣府のホームページでも紹介

された。 

   東日本大震災復興支援アルバム 

    がんばる君のために 

   ～復活への約束～全13曲2000円 

※このＣＤの収益は、すべて東日本大震災の

義援金として被災地にお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人吉ロータリークラブ主催 

   シンガーソングライター関島秀樹 

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

  日 時；７月２９日(金)１９時開演 

 場 所；人吉市総合福祉センター大会議室  
   

本日７時からです。会場では募金活動を行

います。家族、ご友人、お知り合い、事業所 

他、の皆さま方にご来場いただきますよう、

多くのお声かけをよろしくお願い申し上げま

す。 

 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長  

・鳥井会員 関島秀樹様、本日はわざわざお 

 越しいただき大震災復興を願う心の歌をお 

 聞かせいただき、誠にありがとうございま 

 した。心に沁みました。これからの益々の 

 ご活躍をお祈り致します。     2,000 

・宮原会長 関島さん、心に残る歌をありが 

 とうございました。今夜７時からのチャリ 

 ティーコンサート宜しくお願いします。 

                  1,000 

・安達会員 関島さん、素晴らしい歌を有難 

 うございました。私の娘、天音美広も昨年 

 より東京で自分の歌を歌っています。もし 

 会う機会がありましたらご指導下さい。 

                  2,000 

・武末会員 付添の坂田さんも今夜は歌を歌 

 うかどうか判りませんが、関島さんのコン 

 サートに今夜行きたいと思います。今日は 

 人吉ＲＣ来訪ありがとうございました。 

                  1,000 

・岩本泰典会員 京都の坂田さん久し振りで 

 す。               1,000 

・堤脩会員 ①関島さん、坂田さん、ようこ 

 そお出で頂きました。②出席率100％の賞品 

 を頂きました。ありがとうございました。 

                  2,000 

・愛甲康会員 関島秀樹コンサート、皆様方 

 の出席を宜しくお願い致します。  5,000 

・伊久美会員 名実共に「あゆの里」のおか 

 みが日本の女将になりました。その祝賀会 

 を200名参列していただきました。実行委員 

 としてお礼を申し上げます。    2,000 

・大久保会員 有村社長、奥様（政代女将） 

 「日本の女将」会長のお祝い発起人として 

 皆様のご協力に対し御礼を申し上げます。               

                  2,000 

・有村会員 家内の女将会の会長祝に多数の 

 ロータリアンの参加に感謝致します。 

                  10,000 

・漆野会員 今週の水曜日に当事業所におい 

 て安達会員による交通事故についての勉強 

 会を行ってもらいました。最後には護身術 

 講座も行ってもらいました。講師料無料で 



 勉強会をして頂きましたので。   5,000 

・齊藤会員 ゴルフ新旧総会で、決算報告に 

 御承認頂きありがとうございました。親睦 

 委員長最後の仕事でしたが、出席できなく 

 て申し訳ありません。後日決算書をお渡し 

 します。ドラコン、ニアピンありがとうご 

 ざいました。           5,000 

・葉山会員 出席率100％賞品を頂く事が出来 

 ました。ありがとうございました。ギリギ 

 リの綱渡りですが、なんとか入会以来12年 

 連続100％となりました。これからも頑張っ 

 てみます。関島さん、すばらしい歌をあり 

 がとうございました。       2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード7/29合計40000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  伊久美寛志副委員長 

・伊久美会員 有村隆徳会員の妻、政代さん 

 が「日本の女将」になりました。発起人と 

 なり、挨拶を致しました。     100＄ 

・北会員 二男が御世話になった専修大学玉 

 名高校が接戦の末、甲子園出場を決めまし 

 た。息子のときは同じ熊工相手に15対5で敗 

 れましたが、今回リベンジを果たしてくれ 

 ました。専大玉名の甲子園出場を祝して寄 

 付します。            100＄ 

 

      点 鐘  宮原和広会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本国内で２つのＥクラブが誕生しました。 

（１つは名称変更による）。 
 
 ロータリー イークラブ サンライズ オブ ジャパン 

(Rotary E-Club Sunrise of Japan)  をご紹介します。 

地区：第2640地区 

 名称変更日：2011年6月28日 

  （和歌山サンライズＲＣより変更） 

 例会場→クラブのＨＰへ 

   http://www.e-club-sunrise.jp  

例会日時：火曜午前０時～翌火曜午前０時 

ロータリーEクラブとは、オンラインで例会を開くロータ

リー・クラブです。6年間の試験期間を経て、2010年7

月1日より、ロータリーEクラブは正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。 国際ロータリー第

2640地区 和歌山サンライズＲＣがＥクラブに変更し６

月28日ＲＩに正式に認証されました。 

 ロータリーEクラブは、例会をオンラインで開くことを除

けば、基本的にほかのロータリー・クラブと変わりませ

ん。従来のクラブと同じ指針と手続きに従いながら、

奉仕プロジェクトを実施したり、ロータリー財団を支援

したり、会員間の親睦を楽しんだりします。 

 身体的事情、地理的事情、仕事のスケジュールな

どの理由で、週例会に行くことができないという事

業・専門職・地域のリーダーにとって、Eクラブは、

ロータリー・クラブ入会の可能性をもたらす選択肢と

なります。 

 ロータリーEクラブとロータリー・クラブの主な違い

は、例会の形式です。Eクラブも地区に属しますが、

会員はロータリーのある国ならどの国や地域に住ん

でいても構いません。また、Eクラブは、会員だけがア

クセスできる専用のウェブサイトや、インターネット上で

の会費納入システムなど、技術的な面で数々の条

件がそろっていなければなりません。 

 

 Eクラブでのメークアップ 

 通常のロータリー・クラブの会員であっても、欠席をE

クラブでメークアップすることができます。このEクラブ

のウェブサイトには、メークアップの方法が説明されて

います。 

 今年度創立されたモーニング例会クラブ・ナイト例

会クラブ、そしてEクラブの3つの選択肢がメークアッ

プとして可能になりました。 

日本では2つのEクラブ（日本語）、世界では32のEク

ラブが現在あります。 
     ＲＩＤ2640地区 2010-2011年度 米田眞理子ガバナー  

  

 もう一つの Eクラブ ― 

 日本ロータリーEクラブ2650 

  例会会場：Webページ上 

   http://rotaryeclub2650japan.org/ 

  例会日時：月曜（12:00）～翌月曜（12:00） 

 

                 ロータリー情報委員会 

８月例会予定 

8/5 12：30～ 入会式 地区会員増強セミナー報告  

8/12  例会取り止め 

8/19 18：30～ 夜の例会 納涼家族会  

8/26 12：30～ Ｒの友紹介  

     ８月の行事及び会合 

8/5(金) 人吉RAC例会19:30～鍛冶屋町立山商店にて 

8/10(水) 
人吉市青少年育成市民会議  

第２回育成部会開催 午後7時～市役所別館 

8/16(火) クリーン人吉早朝清掃 ６時～７時 

 8/22(月） 
第9回人吉春風マラソン実行委員会開催 

   午後２時～市役所３階 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 


