
      宮原和広会長 
  
 

  会長就任後、あっという間に

１ヶ月が過ぎました。残り11ヶ

月間、皆さんのご協力宜しくお

願い致します。 

 先週の例会で久々のロータ

リー体操があり、お陰で尐し身体がほぐれま

した。ＳＡＡの馬場委員長ありがとうござい

ました。 

 東日本大震災、福島原発放射能、新潟・福

島豪雨による被害と続いていますが、被災地

の方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 7月29日、関島秀樹チャリティーコンサート

が無事終わり、会員皆様のご協力に感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 ８月は会員増強・拡大月間になっています

通  算  2 6 6 9回 

2 0 1 1 年 8 月 5 日 

第  6  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

が、早速８月の第一例会に於いて片岡さんの

入会式を執り行うことができ嬉しく思ってい

ます。片岡忠雄さんは九州電力人吉営業所長

で、田上和弘前所長の交替会員になります。 

 ここで、会員増強について触れてみたいと

思います。 

 会員増強には、新会員の勧誘、現会員の維

持、新クラブの結成という３つの要素があ

る。一人でも多くの適格者にクラブに入会し

てもらい、また、会員の維持率を高めるため

に、クラブは会員と地域社会にとっての重要

性を保ち、クラブのプログラムと地元地域社

会への奉仕を改善し、個々の会員を効果的に

従事、参加させ、その関心を絶えず引き付け

るような対策を講じるべきである、と手続要

覧に書いてあります。 

 会員増強には、内部拡大と外部拡大とがあ

ります。新会員の勧誘、現会員の維持は内部

拡大に該当し、クラブ区域内で得られている

的確な職業分類の代表者に入会してもらい、

クラブの会員数を増やすということです。も

う一つは、新クラブの結成、いわば外部拡大

です。ロータリークラブがまだ存在していな

いところに新しくクラブを設立して、ロータ

リーを拡大し、会員数を増やすということで

す。このことは、地区においてはガバナーと

スポンサークラブの協力で行われます。人吉

ロータリークラブは熊本ロータリークラブを

スポンサーに設立された外部拡大の増強クラ

ブなのです。しかし、ここのところ国際ロー

タリークラブの会員数は下降をたどっていま

す。我が2720地区の会員数をここ数年（2010

年6月現在）みてみますと、 

 2000年6月 72クラブ 3,071人 

 2007年6月 77クラブ 2,672人 

 2008年6月 77クラブ 2,601人 

 2009年6月 76クラブ 2,460人 

 2010年6月 75クラブ 2,413人 

 ８月会員増強及び拡大月間 
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来訪者紹介   宮原和広会長 
       
        人吉中央ＲＣ   赤山武興  会員 

                中尾 弘  会員 

                堀尾謙次朗会員 

                武井 章副会長 

                富田正彦  幹事 

                 増田隆二副幹事 
                 
               水野会員ご息女 水野恭子  様 



という状態で毎年減尐しています。特に10年

前の会員数と比べたら658人の減になっていま

す。会員増強の話題によくあがるのが、量

か、質かといいう問題ですが、私は一概にど

ちらとも言えませんし、難しい問題だと思い

ます。 

 今年度、当クラブは66人でスタートしまし

たが、お陰をもちまして本日67人になりまし

た。会員の皆様、会員増強に是非ご協力の

程、宜しくお願い致します。 

 日中の気温が30度以上の真夏日、夜は25度

以上の熱帯夜が続いていますが、水分を摂り

熱中症対策には十分気を付けて下さい。 

 来週８月12日の例会は取止めで、19日は納

涼家族会で夜の例会になります。 

             

 

        

        馴田信治幹事 

【連絡事項】 

◇ひとよし春風マラソン大会会長、人吉市長 

 田中信孝氏より、第９回ひとよし春風マラ 

 ソン実行委員会開催の案内が届いておりま 

 す。 

 日時；平成23年8月22日(月）午後2時～ 

    市役所３階会議室 

◇歳末助け合いの会議資料が届いておりま 

 す。社会奉仕水野委員長へお渡しします。        

◇人吉市国際交流協会事務局平成23年度男女 

 共同参画inパレアにて講演会「10年後も幸 

 せであるために」の案内が届いておりま 

 す。平成23年度9月4日(日)午後1時～ 

◇人吉市青尐年育成市民会議より第2回育成部 

 会の開催通知がきております。 

 日時；平成23年8月10日(水)午後7時～ 

    市役所別館201号 

◇第15回球磨川舟唄全国大会入場券販売の 

 お願いがきております。 

 日時；平成23年9月3日(予選)～4日(決勝） 

    2日間通用 一枚500円です。 

 例会中に販売しますのでご協力下さい。 

◇ロータリー日本財団より4/1～6/30までの寄 

 付金領収書が届きました。寄付の方は本日 

 の請求書封筒の中に入れておりますので、 

 ご確認下さい。 

【例会変更】 

八代单RC8/23→18:30～八代グランドホテル 

人吉中央RC8/10→18:30～家族納涼会のため  

             ホテルサン人吉 

【本日の回覧】 

 八代ＲＣ週報 指宿ＲＣ週報 
【本日の配布】 

ガバナー月信前年度最終号 

人吉ＲＣ会報№2667、2668号 

～来訪者より～   

                             水野虎彦会員 

 先の理事会におきまして

本日配布しておりますパン

フレット「第49回ムジカサ

マーコンサート」のチケッ

ト販売協力のご承認を頂き

ました。誠にありがとうご

ざいます。本日は、このコンサートに出演し

ます私の長女 水野恭子が一言ご挨拶を申し上

げます。宜しくお願い致します。 

               水野恭子さん 

  皆様こんにちは。この度はチケット販売に

ご協力を頂きまして誠にありがとうございま

す。私は今回、馬場敬子先生の伴奏で出演を

することになりました。音大在学中でまだま

だ未熟な私ですが、他の出演者の皆様はすば

らしい方ばかりですので、どうぞお出かけ下

さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

本日は貴重なお時間を頂きありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人吉中央ＲＣより 

  2013～2014年度 地区ノミニーついて 

                 武井 章 副会長 

 本日は大勢で参りお世話になります。本来

ならば坂口英雄会長が参りましてご挨拶する

のですが、本日は所用で出席できませんので

代りに副会長の武井が致します。まず、出席

者の紹介をさせていただきます。赤山武興パ

スト会長、中尾弘パストガバナー補佐、堀尾

謙次朗パスト会長、富田正彦幹事、増田隆二

副幹事です。本日訪問いたしましたのは、

2013～2014年度の地区ノミニーに赤山武興会

員を第６分区より推薦され、本人もノミニー

の大役を引き受けることを承諾したことにつ

きまして、当人吉中央ＲＣでもパスト会長会

に諮り、臨時総会を開催して全員一致で推薦

することに決定致しました。そこで本日はそ

のことをご報告して、ご協力のお願いに本人

ともどもお伺いした次第です。どうか宜しく

お願い申し上げす。 

 

 

 

 

 

  人吉・球磨が育んだアーティストたち 

      （音楽大学在学生・卒業生） 

 第49回 ムジカ サマーコンサート 
 
 日 時 ； 平成２３年８月１０日（水） 

       午後７時 開演 

 場 所 ； カルチャーパレス 大ホール 



        人吉中央ＲＣ 赤山武興会員 

 今回６月22日、人吉中央Ｒ

Ｃの例会に熊本第６分区川尻

ガバナー補佐及び第５分区島

田ガバナー補佐が来訪され、

第７分区の了解もとってある

とのことで、第５・第６・第

７分区から、ガバナーノミニー候補への推薦

の件で受諾を要請されました。さらに６月29

日木下ガバナーおよび第６分区川尻ガバナー

補佐と会談、ガバナーノミニー候補へのその

分区の推薦受諾要請に対し、「ホームクラブ

の推薦賛同決議を条件」に受諾することを返

答いたしました。 

 そして、８月３日正式な人吉中央ＲＣ総会

を開催し、私、赤山のガバナーノミニー候補

の推薦議題につき、満場一致で全員賛同の決

議をいただきましたので、その報告と人吉Ｒ

Ｃの皆さまの今後のご支援、ご協力のお願い

に参りました。よろしくお願い申し上げま

す。 

 
              

新会員紹介 

        紹介者(推薦人)延岡研一会員 

 片岡忠雄さんをご紹介します。九州電力㈱

人吉営業所長として７月１日に着任されまし

た。片岡さんは人吉ロータリークラブと同じ

年1957年生まれ、現在54歳です。前任の田上

所長は４年間お勤めでしたが、片岡所長にお

かれましても１年でも長く人吉にお住み頂

き、人吉ロータリークラブに溶け込んで頂け

たらと思います。皆様どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 
 
ロータリー情報委員会    高山征治委員長 

 先日オリエンテーションを行いまして、

ロータリー会員としての義務と特典を解説さ

せて頂きました。ロータリー情報委員会は新

入会員がクラブに溶け込めるように援助する

会員を指名することになっております。片岡

忠雄会員の推薦人であります延岡会員にお願

いすることにします。延岡会員宜しくお願い

致します。 

 

バッヂの贈呈  

   宮原和広会長 
 
 
 
片岡忠雄歓迎の言葉     宮原和広会長 

 片岡会員ご入会おめでとうございます。 

会員一同心より歓迎致します。人吉ロータ

リークラブ細則第11条により諸手続きを終

え、理事会で承認されました。そして高山

ロータリー情報委員長より厳しくオリエン

テーションを受けられ本日に至りました。一

日も早くロータリークラブに溶け込んで頂き

ますことを希望します。本日はおめでとうご

ざいます。 
     
所属委員会の発表      馴田信治幹事 

 本日はご入会おめでとうございます。片岡

忠雄会員の所属委員会は、クラブ運営委員会

の「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会の

「環境保全委員会」に所属をしていただく事

となりました。宜しくお願い致します。 
 
入会者挨拶         片岡忠雄会員 

 会員の皆様より入会のご

承認を頂きありがとうござ

いました。高山委員長様よ

り御指導を受けまして本日

入会となりました片岡と申

します。  

 人吉ロータリークラブは

昭和32年創立とお聞き致しまして、私と同じ

年齢だと最初に思った次第です。ロータリー

について何も分からない私でございますが、

皆様のご指導を戴きながら精一杯がんばって

いきたいと思っております。どうぞ宜しくお

願い申し上げます。 

 

【親睦委員会】      戸高克彦委員長 

   

 

 

 

 

       

   
  ～ 入会式 ～ 
 
    片岡忠雄会員 

８月の誕生祝い ８月の誕生祝い   

鳥越博治 会員  6日 宮原和広 会員 23日 

岩井和彦 会員 22日 釜田元嘉 会員 27日 

高山征治 会員 23日  

８月の結婚記念日８月の結婚記念日  

木村正美 会員 30日 



     岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 2720地区 会員維持増強セミナー7/23(土) 

        参加報告 
   
      会員組織増強 尾方芳樹委員長 

 
 地区会員増強セミナーが、

別府大学短期大学部大分キャ

ンパスで開催され、宮原会

長、馴田幹事、中島ガバナー

補佐、そして、会員組織増強

委員長の私、４名で出席いた

しました。 
 
１、本田光曠ガバナーのあいさつ 

 心機一転「こころの中を見つめよう 

         会員を広げるために」 

２、講演 杉谷卓紀氏 

    （国際ロータリー研修リーダー） 

    会員組織の現況と今後の課題 

３、ワークショップ：各分区ごとに分かれて  

 ディスカッション 中島博之ガバナー補佐 

 （会員の増強維持について） 

 今、世界のロータリアンの減尐が始まって

いる。特にアメリカ、日本。これは、国際

ロータリーの奉仕事業における財源の問題に

も大きくかかわるとのこと。 

 当地区でも、2000～2002年、2926名が2473

名になり、減尐・・・。それでも2009年度に

は プラス13名、2010年度にはプラス50名

と、尐し増加しているそうですが。 

この増加傾向が続くように、今、会員で増強

に取り組んでいくことが必要である。クラブ

基盤を図るためには、会員の増強が必要。 

 また、魅力的な良いクラブを作り、良質な

人が入会するよう、長期的な立案をし、継続

的にクラブを強化する方向づけをする。 

 地区の増強目標は、前年にならい、各クラ

ブ純増１名以上とします。 

 本日のセミナーは、地区内の会員増強の優

秀なクラブの事例、また、増強におけるアイ

デア、ヒント、などを語り合い、各クラブの

増強をはかるためのセミナーでした。 

 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長 

・人吉中央ＲＣ ガバナーノミニー推薦候補 

 のご協力のお願い         5,000 

・堤正博会員 8月1日、ラジオ体操の優良団 

 体としての表彰を受けました。平成3年に県 

 の表彰を受け、今回が九州地区の表彰だそ 

 うです。現在50数年毎朝ラジオ体操を実施 

 しています。           5,000 

・鳥越会員 ○熊本の消費拡大推進事業で、 

 県の委託を受け、熊本下通りに『くまＢＡ 

 Ｒ』を８月1日にオープン致しました。宜し 

 くお願いします。（申し込みは6件あったそ 

 うです）○誕生祝い有難うございました。 

                  5,000 

・片岡忠雄会員 入会させていただきまし 

 た。宜しくお願い致します。    2,000 

・水野会員 ○ムジカコンサートのご協力、 

 誠にありがとうございます。親としてはヒ 

 ヤヒヤしております。音楽はお金がかかり 

 ますので姉でコリゴリですが、早く卒業し 

 て永久就職して欲しいと思います。○片岡 

 様、ご入会おめでとうございます。 5,000 

・山田会員 片岡会員の入会、心よりお喜び 

 致します。ここのクラブは楽しいことばか 

 りです。精一杯楽しみながら活動も頑張っ 

 て下さい。            2,000 

・宮原会長 片岡忠雄会員の入会、歓迎致し 

 ます。              1,000 

・井手会員 片岡所長、入会おめでとうござ 

 います。仕事上でもお世話になります。 

 ロータリーを一緒に楽しみましょう。2,000 

・有村会員 片岡会員の入会を歓迎致しま 

 す。               1,000 

・尾方会員 片岡忠雄氏の入会をお祝いしま 

 す。ロータリーを楽しんで下さい。 1,000 

・伊久美会員 片岡さんの入会を大歓迎いた 

 します。             2,000 

・延岡会員 片岡さん、ご入会おめでとうご 

 ざいます。今後とも宜しくお願い致しま 

 す。               2,000 

・丸尾会員 出席率の表彰、ありがとうござ 

 いました。            2,000 

・釜田会員 誕生祝い、有難うございまし 

 た。               2,000 

・堤脩会員 早退します。      1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード8/5合計38000 

 

 

       点 鐘  宮原和広会長 

  

＊届け出欠席者  

 石原・永江・小林祐・馬場・大久保・本田・尾上 

 漆野  

＊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；馴田・延岡・大賀・大久保・齊藤 

       武末・外山・立山・鳥越・鳥井・塚本 

       堤脩・堤正 

本日の出席率 

会   員   数   66名   85.94% 

出 席 免 除 4名 7/22例会出席率  77.78％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 98.41％ 


