
    宮原和広会長 
 

 先週の本田ガバナー公式訪問も無事に終わ

り、皆様のご協力に感謝申し上げます。中島

ガバナー補佐、４日間大変お疲れ様でした。 

 ガバナー・アドレスに本田ガバナーの熱

意、意気込みを感じることができ、今後の

ロータリー活動に活かしていきたいと思って

おります。 

 １０月は職業奉仕・米山月間ですので、職

業奉仕についてお話したいと思います。 

 インターネットで職業奉仕を検索します

と、「職業奉仕とは職業を通して社会のいろ

いろなニーズを満たすこと、つまりロータリ

アンは日常の職業奉仕を通して、自分の職場

の従業員、取引先の人達やその関係者、ひい

ては地域社会の人達の模範となり、生きる力

の根源である道徳能力を向上させることが大

事になってきます。」と書かれていました。 

 こういった中で生まれたのが「四つのテス

ト」と「ロータリアンの職業宣言」の２つで

あり、職場や私生活のあらゆる場面で倫理的

行動を実践するための指針であると云われて

います。当クラブでは、職業奉仕委員会にお

いて会員卓話、職場訪問例会、優良職員表彰

を計画され奉仕活動が実施されています。 

 もう一つの米山記念奨学については、９月

に有村会員が米山功労者マルチプルを受賞さ
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れたときお話をしましたので省略致します。 

 10月５日（水）、カレンダー事業促進販売

のために水野社会奉仕委員長と、人吉中央Ｒ

Ｃへカレンダー注文のご挨拶に行ってきまし

た。会員さんの中でアメリカ・カリフォルニ

アの日本料理店関係へ３０部発送する方もお

られ、カレンダーも海外へ進出し国際親善の

一環を担うことになります。翌日は多良木Ｒ

Ｃと各市町村役場へご挨拶に行きました。両

クラブから注文を戴き感謝申し上げます。ま

だまだ目標数の半分程度ですので、注文のご

協力のほど、宜しくお願い致します。 

 
 
    馴田信治幹事 

  
【10月7日第7回定例理事会承認事項】 

・堀文記会員退会届け(9/30付)の件→承認 

・田中賢治後援会より「田中賢治チェロコン 

 サート」後援依頼の件→承認 

・法人会女性部より｢いつきちゃん号で行くふるさと 

 発見セミナー」参加協力お願いの件→承認 

【連絡事項】 

◇歳末たすけあい演芸会委員会 

 日 時；平成２３年１０月７日(金)13:30～ 

 場 所；人吉市総合福祉センター 

◇本田光曠ガバナーよりロータリー卓話ネッ 

 トワークプログラム「2720地区ロータリー 

 専任卓話者集団）への協力要請 

◇2720地区会員増強委員会穴見委員長より会 

 員増強ｾﾐﾅｰ記録DVD(7/23） 

◇第38回人吉文化祭前夜祭の案内 

 日 時；平成２３年１１月２日(水)18:00～ 

 場 所；鍋屋本館  会 費；４千円 

◇第４回オープンゴルフ大会案内 

  日 時；１１月２０日(日)８時集合.９時スタート 

 １０月職業奉仕 米山月間 

 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山能史SAA委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  平田プログラム副委員長 

             第２回 クラブ協議会  後半 



 場 所；チェリーゴルフ人吉コース 

◇米山記念奨学会より月刊ﾊｲﾗｲﾄよねやま138 

◇人吉商工会議所より元NHK会長 福地茂雄氏ｾﾐ 

 ﾅｰ「お客様満足をめざして」と懇談会の案内 

   日 時；１０月１１日(火)18:30～ 

   場 所；あゆの里 

   会 費；５千円 

【例会変更】 

熊本城東RC10/17→10/16親子ﾎﾞｰﾄ大会の為   

                  江津湖     

 〃 10/24→職場訪問のため   共愛歯科医院         

指宿RC10/18→18:00～軽スポーツ夜の例会 

                  ｶﾝﾀ公園 

八代東RC10/27→職場訪問のため   西岡養蜂園 

【回覧】 

 指宿ＲＣ 湯布院ＲＣ 

 

    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   岩本光義副委員長 

・堀文記会員 退会挨拶；伝統ある人吉ＲＣに 

 入会させて頂き、24年間あっと云う間に来た 

 様に思います。色々な思い出があり、楽しい 

 例会を過ごせた事など、本当に皆様には心か 

 ら感謝とお礼を申し上げます。有難うござい 

 ました。９月で退会させて頂きます。 5,000 

  ニコニコ･ごめんねカード10/7合計5,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】     和田栄司委員長 

・中島ガバナー補佐 

 ガバナー公式訪問を終えて―  

 第６分区の公式訪問と各クラブ皆様のご協力 

 にて無事終わる事が出来ました。会長幹事さ 

 ん、次年度会長幹事さん、ガバナーとの懇談 

 会、夜の懇親会にご出席下さいました方々に 

 感謝申し上げます。有難うございました。 

                  ＄300  

     

     点 鐘  宮原和広会長 
  

 
   

   第２回 クラブ協議会 後半 

  

 

Ｒ情報委員会 委員長)高山征治（発表） 

ロータリー歴24年/職業分類:製茶 

副)浦田繁喜   

委員)和田栄司 小林清市 中川貴夫 

  これまでの活動として、本年度の栞作成の監

修、入会された片岡忠雄会員のオリエンテー

ションを7/27に行いました。今後の予定は、９

月に予定をしていました家庭集会を10月中に行

い、11月予定の新入会員懇談会の計画をしま

す。 

 

ＳＡＡ 委員長)馬場貞至（発表） 

ロータリー歴3年/職業分類:音楽家歌手 

副)板井英朗 

委員)村山能史 山口令二 青木一幸 片岡忠雄 

 方針、計画は栞のとおりです。 

 これまでの経過ですが、例会の妨げとなる迷

惑な私語について注意を促す“おしずかに”の

プラカードを作製しました。使用する時が無い

ようにご協力をよろしくお願いします。 

 そして、今後の活動につなげていけるよう、

新しい委員の方にもタクトをお願いしたいと考

えております。 

 

プログラム委員会 副)平田フク（発表） 

ロータリー歴3年/職業分類:生命保険 

委員長)葉山稔洋 委員)渡辺洋文 

 本日は委員長不在のため平田が報告致しま

す。毎週火曜日の３時半よりプログラムの打合

せをしています。例会での時間配分を考慮し

て、バランス良く設定するよう努力していま

す。皆様にお願いですが、卓話を計画されてお

られる委員会は早めに申し出て下さいますよう

お願いします。３人の都合でまだ家庭集会をし

ておりませんが近々行う予定です。 

 

ニコニコ箱委員会 委員長)有馬宏昭（発表）  

ロータリー歴9年/職業分類:火災保険 

副)岩本光義  

委員)齊藤日早子 永江 浩 丸尾 孜 

 年初のニコニコ箱収入計画は150万円です。

現在、会員で370,000円 ビジターで67,000円

合計の437,000円ニコニコしていただきまし

本日の出席率 

会   員   数   66名   72.58% 

出 席 免 除 5名 9/16例会出席率  77.78％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 45名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席  

 延岡・本田・中川・片岡・水野・有村・鳥越・葉山 

 尾方・小林祐・永江・青木・立山・大久保・戸高・尾上 

＊出席免除会員 

(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本,釜田 

＊メークアップ9/9 

クリーン人吉；安達・赤池・岩井・石原・葉山・北・平田 

       宮山・井手・水野・中川・延岡・大久保 



た。感謝申し上げます。お陰さまで目標の

29.1％を現在達成しております。ご案内の通

り、全員スマイルを年６回お願いしており、

年頭第一回、納涼家族会の２回を終わり、残

りは忘年会、新年会、ＲＩ創立記念日、クラ

ブ創立記念日の４回です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 ニコニコ担当５名が各自２カ月担当し、会

員やご家族、事業所の御喜びやお祝い事を気

持ちよく喜んでニコニコしていただけるよう

雰囲気づくりに努めます。今後ともご協力下

さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

出席委員会 委員長)岩井和彦（発表） 

ロータリー歴12年/職業分類:建築 

副)永尾禎規 委員)原田知一郎 友永和宏 

 方針・計画については、栞をご覧いただき

ますようお願いしまして、委員会報告を致し

ます。委員会当面の課題は無届欠席の事です

が、大分少なくなっておりますが、お忙しい

のはわかりますが、皆様出来るだけ当日午前

10時30分までにご連絡ください。料理が無駄

になりませんのでご協力の程宜しくお願い致

します。また、これからの各種行事・大会・

ローターアクト・他クラブ例会へのメーク

アップを奨励しておりますので、今後も出席

率向上へ努めていただきますように宜しくお

願い致します。 

 

会員組織増強委員会 副)宮山惇（発表）  

ロータリー歴30年/職業分類:時計小売 

委員長)尾方芳樹 

委員)外山博之 安達玄一 伊久美寛志 

 本年度は会員増強純増２名を目標にしてお

ります。８月末に職業分類、会員選考委員会

と合同の家庭集会を開き意見交換をしまし

た。また、10月には会員１名の増強を進めて

います。会員の維持増強はクラブの奉仕活

動、運営の基盤であり、クラブを強化する方

向づけであります。 

 

職業分類委員会 副)堤 正博（発表） 

ロータリー歴36年/職業分類:焼酎製造 

委員長)大久保勝人  

委員)釜田元嘉 岡啓嗣郎 片岡啓一 延岡研一 

 方針・計画は栞に記載のとおりです。これ

までの経過と今後の課題ですが、８月26日に

関連３委員会と合同の家庭集会を開催しまし

て、それぞれの委員会から報告がありまし

た。今後は潜在的な職業分類を探求し、事業

業務として該当する資格ある候補者を探し出

すことを課題にしたいと思います。 

 

会員選考委員会 副)大賀睦朗（発表） 

ロータリー歴5年/職業分類:スポーツ施設 

委員長)有村隆徳  

委員)赤池利光 堤 脩 増田 力 武末憲一 

 今年度の方針と計画は栞をご覧ください。  

 計画③の家庭集会につきましては、去る８

月26日二代目におきまして、関連する会員組

織増強委員会、職業分類委員会との合同家庭

集会を開催し、今後についての確認を行いま

した。今後も連携を密にしながら進めていき

たいと思います。 

 

雑誌委員会 委員長)鳥井正徳（発表） 

ロータリー歴2年/職業分類:社会教育 

副)中島博之  

委員)牛島スミ子 愛甲 康 北昌二郎 

  『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』を方針に掲げ、ロータリーの

友紹介は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

うに努力をいたします。また、ロータリー活

動を広く認識していただくために公共的な場

所にロータリーの友を配布しています。 

 ７月から10月までの見所紹介を委員会で紹

介しましたが、今後は新入会員にも協力をお

願いしたいと思っております。それから、友

誌の読書状況を理解するためのアンケート調

書も計画しております。 

 

クラブ会報委員会 委員長)塚本哲也（発表） 

ロータリー歴10年/職業分類:酒類小売 

副)尾上暢浩 委員)川越公弘 山本瑤子 

 ９月６日に家庭集会を終え、方針と計画を

確認しました。方針の示すとおり、会報は後

世に残される人吉ＲＣの貴重な資料ですの

で、正確で読み易く興味を引く様な会報作り

を心掛けていきたいと思います。会報につい

て何かご意見やアイデアがありましたら何な

りとお申し付け下さいますよう、宜しくお願

い致します。 

  

職業奉仕委員会 委員長)安逹玄一（発表）  

ロータリー歴16年/職業分類:損害保険 

副)鳥越博治  

 委員)石蔵美佐子 板井英朗 高山征治 

      渡辺洋文 

 今年度の計画は、①職業奉仕に関する卓話

(人吉市長)②職場訪問例会の実施(おおがスイ

ミングスクール・体力増進)③優良職員表彰

(来年５月)④社会奉仕委員会に協力する(観光

カレンダー事業) としております。①の卓話



を１１月に予定したいと思っています。④の

カレンダー事業への協力では、２回ほど社会

奉仕委員会の会合に参加しています。 

 10月は職業奉仕月間です。９月18日に熊本

県民交流館パレアで行われました地区職業奉

仕セミナーに宮原会長と中島ガバナー補佐と

出席してきました。今回のセミナーのテーマ

は、東日本大震災に対しロータリーの職業奉

仕は何が出来るのかがメインテーマでした。  

 一部が基調講演で二部が職業奉仕をどう実

践したかの事例紹介と感想をパネルディス

カッション形式で行われました。内容は後日

報告したいと思っています。 

 

環境保全委員会 副)原田知一郎（発表） 

ロータリー歴3年/職業分類:陶器小売 

委員長)延岡研一   

委員)山口令二 丸尾 孜 堤 正博  

     岩本泰典 片岡忠雄 

 「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。 

  先ず、予定がずれ込みましたが、９月25日

に花火大会後のクリーン人吉には、２３名の

会員に参加していただきました。ありがとう

ございました。 

 家庭集会はまだ実施しておりませんが、当

委員会の残りの事業はすべて来年計画してお

りますので、２月実施予定の九州電力が行う

人吉市における植林事業の概要がはっきりす

る11月頃に合わせて植林参加要領及び外部卓

話の講師選定に資する家庭集会を行いたいと

考えています。 

 

地域発展委員会 委員長)北昌二郎（発表） 

ロータリー歴11年/職業分類:タクシー業 

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 

  方針として、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。 

  計画は、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。としております。 

 今月中に家庭集会を開きまして、委員会の

皆さんと今後の打合せをしたいと考えており

ます。 

新世代委員会 委員)有馬宏昭（発表） 

ロータリー歴9年/職業分類:火災保険 

委員長)本田節 副)戸高克彦  

委員)鳥井正徳 塚本哲也 永尾禎規  

   石原弘章 釜田元嘉 

 方針といたしましては、青少年の健全な育

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、又、ロー

ターアクト委員会とも協力し、次世代を担う

青少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す

る。年間計画として、①青少年支援事業への

協力②青少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と

して9月に内部卓話（人吉警察署長）④人吉市

青少年育成市民会議への参加⑤家庭育力アッ

プの支援、として活動してまいりますので宜

しくお願いします。 

 

米山記念奨学委員会 副)赤池利光（発表） 

ロータリー歴35年/職業分類:司法書士 

委員長)片岡啓一  

委員)山本瑤子 宮山 惇 愛甲 康 

 米山記念奨学事業とは、全国のロータリア

ンからの寄付金を財源として、日本で学ぶ外

国人留学生に奨学金を支給し支援する日本で

一番大きな国際奨学事業です。 

 本年度は人吉ＲＣでは会員一人当たり6,000

円の寄付をいただくことが理事会で決定して

おり、その他に特別寄付も現在集まりつつあ

ります。今年度の当委員会のメイン事業は、

「第17回米山記念奨学生招待事業」として、

高嶋パスト会長がこれまで築いてこられた事

業を引き継いで、11月4日の例会時に中国の

「チョウ コン君」とカウンセラーの熊本水前

寺公園ＲＣ小糸綱紀氏をお招きして実施する

予定になっています。 

 

ロータリー財団委員会 委員長)和田栄司（発表） 

ロータリー歴16年/職業分類:冷暖房設備 

副)伊久美寛志 委員)中川貴夫 

 方針は、未来の夢計画についての勉強と、

ポリオ撲滅への協力が大きな柱ですが、まだ

何も実行できておりません。 

 計画は、昨年から引き続き財団寄付カード

をテーブルに置かせていただいております。

会員皆様のご協力を訴えていきたいと思いま

す。ポリオプラスのポリオ撲滅への協力は、

１１月がロータリー財団月間なので、10月中

に家庭集会を開き、何か行事を考えたいと

思っています。 

 

         閉  会 


