
    

 

 

 

 

    宮原和広会長 
   

 ９月に入り朝夕だいぶ涼し

くなり過ごしやすくなりまし

た。 

 先週発生した11号、12号台

風は幸にも九州上陸を免れま

したが、昔は頻繁に九州に上陸していたよう

な気がします。やはりこれも温暖化の影響で

しょうか？ 

 国会に於いては８月２９日、与党代表選で

決選投票の末、62人目の総理大臣に野田佳彦

氏が決まりました。２年間で３人目の総理大

臣、今後の舵取りに期待したいものです。 

 学校の夏休みも終わり、昨日より２学期が

始まり、いつもの通勤時に元気に登校する子

供さんの顔がありました。 

 ８月26日、二代目にて会員組織増強、職業

分類、会員選考委員会合同家庭集会が開か

れ、10名出席中、9名がパスト会長という、パ

スト会長会みたいな雰囲気で始まりました

が、さすがに内容の濃い話が進み、数名の新

入会員候補者の名前が挙がり、近々会員数70

名復帰も夢ではないと確信致しました。8月の
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毎 週 金 曜 日 会報編集 尾上暢浩副委員長 

会員組織増強月間にふさわしい家庭集会でし

た。 

 ８月29日、社会奉仕委員会による観光カレ

ンダーの作品選考が、11名の参加を得て「清

流山水花 あゆの里」で開かれました。応募

者27名、作品数109点という中から13点を選ぶ

作業は大変なものでした。まず、振るいから

始めて30点に絞り、それから月ごとに分け、

作品者の重複チェック、季節のチェック、市

町村のチェックと、どうにか13点を決定し、

人吉ＲＣ賞1点、優秀賞1点は、多数決によっ

て決まりました。午後6時30分に始まった選考

は終わってみれば8時30分を過ぎていました。

水野委員長、参加戴いた会員の皆様、ソー

ゴーグラフィックスの松延さん、事務局の緒

方さん、大変お疲れさまでした。 

 当然ながら作品の募集、締切、選考と進

み、いよいよ制作ですが、これから販売とい

う大きなハードルがあります。会員の皆様、

注文宜しくお願い致します。 

 先日、有村隆徳会員に米山記念奨学会より

「米山功労者第２回マルチプル」の感謝状と

楯が送られてきています。それから、Ｒ財団

より赤池利光会員と岩本泰典会員にマルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローの襟ピンが送

られてきています。おめでとうございます。

後程、贈呈式を行います。 

 ここで、「米山功労者」について話してみ

ます。(財)ロータリー米山記念奨学会に特別

寄付を10万円以上された方に贈呈され、その

後10万円刻みの表彰回数になり、第2回から第

９回に達した方を「米山功労者（マルチプ

ル）」、第 10 回 以 上 を「米 山 功 労 者（メ

ジャードナー）」と呼ばれています。 

新しい会員さんには米山記念奨学会は聞き慣

れないロータリー用語だと思いますので説明
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致します。米山梅吉氏が1920年に世界で855番

目のロータリークラブ（東京ＲＣ）を設立

し、日本に初めてロータリーを導入した人

で、東京ＲＣの初代会長であり、日本のロー

タリー発展の基礎を築いた偉大な人でありま

す。文筆に優れた彼にはロータリー関係の主

な翻訳書にポール・ハリスが著した「ロータ

リーの創設者ポール・ハリス」「ロータリー

の理想と友愛」があります。 

 また1952年東京ＲＣは彼の功績を記念し、

日本で学ぶ外国留学生に対して支援を行う

「米山奨学制度」を構想し、現在の米山記念

奨学会になりました。 

 目的は、日本の大学及び大学院に在籍して

いる外国人留学生に奨学金を支給し、国際理

解と親善に寄与し、単に奨学金を支給するだ

けではなく、奨学生一人一人に世話クラブと

カウンセラーを決めて彼らの相談相手になっ

ていることで、他の奨学機関には見られない

ロータリー独特のシステムであります。 

 このようにして、米山功労者の特別寄付と

一般寄付は使われています。 人吉ＲＣでも

米山記念奨学委員会で米山奨学生を10月の米

山月間に合わせて人吉に招待し卓話をして戴

いております。マルチプル・ポール・ハリ

ス・フェローについては、次の機会に話した

いと思います。 

 

    

    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

◇青井阿蘇神社より例大祭並びに総代会の案 

 内がきております。 

  日 時：９月５日午後２時～ 

◇人吉新聞社より「プロボクサー黒木優子さ 

 ん」について広告のお願いがきております. 

◇国際ロータリー日本事務局より寄付取扱口 

 座の名義変更のお知らせがきております。 

◇本田ガバナー・Ｒ財団地区補助金委員会よ 

 り、Ｒ財団「地区補助金」利用申請の案内 

 がきております。和田Ｒ財団委員長へお渡 

 しします。 

◇国際ロータリー日本事務局より、岩本泰典 

 会員と赤池利光会員へマルチプル・ポー 

 ル・ハリス・フェローのピンが届いており 

 ます。 

◇(財)米山記念奨学会より有村隆徳会員へ米 

 山功労者の感謝状が届いております。 
【本日の配布】 

人吉ＲＣ会報№2671号 

 

 

 

 

【社会奉仕委員会】   村山能史副委員長 

 東日本大震災復興支

援チャリティー球磨人

吉観光カレンダーの見

本が刷り上がりまし

た。とりあえず１０部

しかございませんが、

販売促進用にお役立て

ください。ご希望の方

は事務局までお申し出ください。宜しくお願

い致します。 

 

【クラブ広報委員会】   井手富浩委員長 

 皆様にお知らせです。人

吉ロータリークラブのホー

ムページを更新しました。 

 今年度は新たに会員の事

業所ホームページへリンク

出来るページを作りまし

た。それから過去の年度事

業（動画や会報）も見れるように資料室の

ページを入れております。 

 是非ご覧になってください。 

   http://www12.ocn.ne.jp/~hrc/ 

 

 

   岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   67名   73.44% 

出 席 免 除 4名 8/19例会出席率  66.15％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 21名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 98.44％ 

＊届け出欠席者  

 有馬・和田・岩本泰・水野・石原・木村・延岡・齊藤 

 漆野・浅野・高山・堀・片岡啓・有村・堤正・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 

水俣ＲＣ例会；中島・宮原・馴田・中川 

人吉中央ＲＣ例会；渡辺 

人吉中央ＲＣ例会(ﾋﾞｰﾙ列車)；赤池 

職業奉仕，社会奉仕合同家庭集会；安達・水野・板井 

                村山・牛島・井手 

地区増強セミナー；尾方 

人吉ＲＡＣ例会；立山・平田・武末 

会員増強，分類，選考合同家庭集会；伊久美・堤正 

              大賀・堤脩・大久保               



 Multiple PaulHarris Fellow 

     赤池利光会員 

 
 ～寄付の申し出～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 武末憲一会員より、四男（哲也）の結婚、

『６人の子供が全部結婚してしまいました!』

を記念して、ロータリ財団委員会、米山記念

奨学委員会へご寄付がありました。 

 

 

【親睦委員会】     戸高克彦委員長 

  

 88月のゴルフ表彰月のゴルフ表彰  88月月2121日 日 球磨ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部球磨ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

 

 

 

 

 

【次週開催 テーブルミーティングの説明】 

              宮原和広会長 

次週の例会において『テーブルミーティン

グ』を行います。これは、決められたテーマ

を各テーブル内で討議して頂くもので、ベテ

ラン会員さんから新会員さんまでバランスよ

く同席して頂き、率直な意見を出し合っても

らおうというもので、クラブ初の試みです。 

パスト会長さんには進行をお願いしたいと

思います。後程ＦＡＸで案内を致しますので

出来るだけ多くの参加を宜しくお願い致しま

す。 

 ロータリー財団の寄付

累計が2000＄になられた

赤池利光会員へ、ロータ

リー財団より感謝の言葉

とマルチプル･ポール･ハ

リス･フェローのラペル

ピンが届きました。 

９月の誕生祝い ９月の誕生祝い   

大久保勝人会員 7日 丸尾 孜 会員 ９日 

安達玄一 会員 １６日 井手富浩 会員 ２４日 

中川貴夫 会員 29日  

９月の結婚記念日９月の結婚記念日  

尾上暢浩 会員 １０日 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：ＭＥ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 塚本哲也 ７８ １０ ６８ 

準優勝 戸高克彦 ８７ １８ ６９ 

３位 浦田繁喜 ９５ ２３ ７２ 

４位 堤 正博 ９６ １８ ７８ 

５位 尾方芳樹 ９２ １３.8 ７８.2 

；； 板井英朗 敢闘 小林祐介 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  日向③岩井和彦   薩摩②伊久美寛志 

  日向⑦塚本哲也   薩摩⑤戸高克彦  

ﾄﾞﾗｺﾝ  

６７歳以上 
日向⑧尾方芳樹 

薩摩⑦ なし 

６7歳未満 
日向⑧岩井和彦 

薩摩⑦戸高克彦 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹 48・44・92 

６7歳未満 塚本哲也  39・39・78 

９月のゴルフ愛好会は、 

９月11日（日）９時17分スタート 

クラウンゴルフ深田コースで開催

します。多くの参加お待ちしてい

ます！ 



【ニコニコ箱委員会】    永江 浩委員 

・武末会員 四男(哲也）結婚式。   2,000 

・戸高会員 ゴルフ表彰で久しぶりに多くの 

 賞品をいただきましたのでニコニコしま 

 す。               2,000 

・塚本会員 8月のコンペで優勝することがで 

 きました。同伴者の方々に感謝します。 

                  2,000 

・丸尾会員 誕生祝い記念品ありがとうござ 

 いました。            2,000 

・井手会員 誕生日の御祝いありがとうござ 

 います。四捨五入すれば60代になります。 

                  1,000 

・大久保会員 誕生祝いありがとうございま 

 した。              2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/2合計11,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  伊久美寛志副委員長 

・中川会員 長男育星に長女が生まれました 

 ので記念して!!孫が２人になりました。 

                  200＄ 

       

    点 鐘  宮原和広会長 
 
 

8月26日例会 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友 ８月号の見所紹介ロータリーの友 ８月号の見所紹介 

                     北昌二郎委員 
  

 ８月は会員増強および拡大

月間。バネルジーＲＩ会長は

「よい奉仕活動、それは欠か

すことのできない第一歩で

す。しかしながら、私たちは

利用できる限りのツールを駆

使して、私たちのプロフィールを向上させな

ければいけません」と、ツイッターやフェー

スブックなどの新しいメディアの活用を勧め

ています。また、「私たちは、ロータリーと

ともに過ごす全ての時間には価値があり、報

われるもので、決して無駄なものではないこ

とを保証する必要があります」と、充実した

奉仕活動が大事であることを語っています。 

 ５ページ、『特集；会員増強および拡大月

間』－会員数について考える―では、会員数

についてのさまざまな角度からのデータ、会

員増強のための提案をご紹介しています。 

 そして、６～９ページには、“数字で見る

ロータリー”ご存じのように、日本のロータ

リーは会員の減少が続いています。増強を考

えるには、まずは現状把握から。会員数につ

いて、いろんな角度から見てあります。会員

減少は経済の分岐点も原因であると考えられ

ます。 

 縦組みのＰ２では2011年に行なわれました

2760地区のＩＭ講演要旨が載っています。講

師はアマゾニア森林保護植林協会会長の長坂

優氏。 

 45年前、アマゾンへ入植。たった１人で

ジャングルに入り、広大な土地への壮大なロ

マンを抱いて開墾をスタート。しかしあると

き、木を切りすぎたことへの猛烈な反省か

ら、森林保護の活動を開始。１年のうち約半

分は日本に戻り、全国各地で森林保護を呼び

かける講演活動を行っておられます。 

 氏は、45年間自然に生かされ生きてきまし

たが、自然から教えられたことはたった一つ

しかありません。本当に大事なものは、目に

見えないものだということ。空気は、目に見

えないけれども大事なもの

なのです。と氏は語ってい

ます。以上で８月号紹介を

終わります。 

 

 

 

 

 

９月例会予定 

9/2 12：30～ 通常例会 結婚誕生ゴルフ表彰 

9/9 12：30～ 第１回テーブルミーティング 

9/16 12：30～ 人吉警察署長 卓話 

9/23  例会取り止め 

9/30 12：30～ ガバナー公式訪問・クラブ協議会  

     ９月の行事及び会合 

9/6(火) 
クラブ広報･雑誌･クラブ会報合同家庭集会  

          石亭の館18時30分～ 

9/11(日) 
ゴルフ愛好会９月定例ゴルフ  

クラウンゴルフ深田コース9時17分スタート 

9/18(日) 
地区職業奉仕セミナー 

 くまもと県民交流館パレア13時～16時 

9/22(木） 
人吉市青少年育成市民会議５団体交流会 

          丸恵旅館18時～  

9/25(日） 
人吉市花火大会翌朝開催  

クリーン人吉早朝清掃  

     相良護国神社周辺6時～7時 

9/30(金） 
人吉ＲＣガバナー公式訪問に伴う 

 ガバナーとの懇談会・懇親会 

    清流山水花あゆの里18時30分～ 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 


