
     宮原和広会長 

 

 本日は、観光カレンダー写真コンテスト表

彰式になっております。入賞者の皆さん表彰

式のため、お忙しい中ようこそおいでくださ

いました。 

  今回は３月11日に発生しました東日本大震

災の復興支援として東日本大震災チャリ

ティー球磨人吉観光カレンダー事業を人吉Ｒ

Ｃで企画致しましたところ、109点の忚募を戴

き感謝申し上げます。 

 人吉ＲＣ賞１名、優秀賞１名、優良賞11名

の計13名の作品を選ばせて戴きました。  

 力作ばかりの109点の中から、９名の選考員

で審査致しましたが、なかなか決まらず、

思った以上に時間がかかりました。まず、作

品を月ごとに分け、一人一点という条件のも

とで審査致しましたが、選考員の好みもあ

り、公正を保つため多数決という方法もとり

ました。 

 そういった審査の中から本日入賞されまし

た皆様、改めておめでとうございます。 

 今回のカレンダー事業の益金は全て東日本

大震災の復興支援と致します。皆様の作品で
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出来上がったカレンダーは、アメリカ・カリ

フォルニアの日本料理店30部送られます。 

 本年度は7,000部を目標にして、社会奉仕委

員会、職業奉仕委員会で販売に力を入れて戴

いておりますが、まだまだ目標までほど遠い

状況です。昨夜も12名の会員に出席して戴

き、販売促進会議を行い、いろいろな戦略を

話し合いました。会員の皆様、カレンダー事

業の趣旨を汲んで戴き、ご協力の程宜しくお

願い致します。 

 東日本大震災も10月11日で７ヶ月経ちまし

た。各所の避難所が閉鎖されている状況で、

このカレンダー事業が少しでも役に立てばと

思っております。 

 
 
    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

◇熊本県青少年育成県民会議 

平成23年度青少年健全育成フォーラム開催 

『子どもたちの笑顔のために』 

 日時:平成23年11月23日(水)13時～ 

 場所:くまもと新都心プラザ 

◇ひとよし春風マラソン実行委員会より 

 『間 寛平』さん出場決定2/19 

◇地区米山記念奨学委員長より忘年会案内 

 日時;11月15日(火)18:30～ 

 場所;紅蘭亭 

 会費;1万 

◇ガバナー事務所よりＲ財団セミナー 

 『未来の夢計画勉強会』開催案内 

 日時;12月3日(土)13時～16時 

 場所;大分県教育会館多目的ﾎｰﾙ 

【回覧】 

  八代南ＲＣ会報 

 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 
 
来訪者紹介    宮原和広会長 

 

 観光カレンダー写真コンテスト被表彰者 １１名       



    原田知一郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会奉仕委員会】  進行：水野虎彦委員長 

 
  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写真コンテスト 

       表  彰  式 

 人吉ＲＣ賞   

  山口啓二 様 『満月の人吉城址』10月 

 優秀賞  

  土肥健人 様  『旅愁』11月 

 優良賞  

  西 孝恒 様  『新春の美しき球磨』1月 

    本山利夫 様  『悠久の石』２月 

  小川一弥 様  『川開き』３月 

   豊永美和子 様 『遠山桜』４月 

    横井健一郎 様 『大水車』５月 

    津田幸男 様   『みんな見てるよ』６月 

    嶋原賢一 様 『川辺川』７月 

    豊永眞継 様 『二重の涙』 表紙 

  豊永和臣 様 『激流を下るラフティング』９月 

   溝口一美 様  『夏越祭り 茅の輪くぐり』 ８月 

    大河内徳三 様 『冬の永国寺』 １２月 

  

【職業奉仕委員会】 
 
   9/18 地区職業奉仕セミナー報告 

             安達玄一委員長 

 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。 

  基調講演は、熊本ＲＣの小野友道氏、熊本保

健科学大学の学長です。大学の設立母体が化血

研(化学及び血清療法研究所；ワクチンを作る

研究所)(全国のワクチンの45％・大阪大20数

パーセント・北里大20数パーセント) 演題に

「お天道様には敵わない」と題して講演をされ

ました。人間は結局、自然には敵わないと言う

話と自然エネルギーや自然が人間に与える影響

の話でした。小野先生は皮膚科の医師で、主に

皮膚がんの研究をされていました。大学卒業後

本日の出席率 

会  員  数   66名   77.42% 

出 席 免 除 5名 9/30例会出席率  84.13％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 9名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席  

 高山・宮山・葉山・永江・鳥井・石原・尾方 

 北・尾上・小林清・外山・小林祐・齊藤 

＊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 

クリーン人吉；宮原・馴田・高山・立山・鳥越 

       堤脩・浦田・牛島・和田 

1010月の結婚記念祝い 月の結婚記念祝い   

和田栄司 会員 ３日 赤池利光 会員 １0日 

板井英朗 会員 １5日 川越公弘 会員 15日 

中島博之 会員 17日  

1010月の誕生祝い 月の誕生祝い   

小林祐介 会員 11日 尾方芳樹 会員 １２日 

漆野智康 会員 １４日 和田栄司 会員 20日 

馴田信治 会員 28日 浅野 強 会員 30日 

 受賞の皆様、おめでとうございました 

 皆様のご協力により素晴らしいカレンダーが

出来あがりました。ありがとうございました。 



も大学に勤め、狭い所を歩いていた。縁あり

ロータリークラブに入会し、色んな職業の人

達と知り合う機会にめぐり逢い感謝していま

す、と話し始められました。内容は― 

（１）ノーベル科学賞を授賞された根岸英一

氏・・・有機化合物合成の研究(根岸クロス

カップリング反忚) 

 根岸先生の大学での講演を聞いて驚いたこ

とは、学生が何故、特許申請しないのかの質

問に答えて、自分は、何よりも一番に論文掲

載の評価の喜びの方がずっと上だと考えてい

た。金を追っている間に金は逃げて行く。良

質な仕事をしていたら金は後からやって来る

という話を聞いて、まさに今日の職業奉仕の

話はこれでいいのかなと思います。と話され

ました。根岸流職業奉仕の話でした。 

（２）ご自分の専門の話では皮膚がんは太陽

から人間への最大の脅威であり、今後ますま

す増えていくので各地域での環境への対処が

重要になる。 

 オーストラリアのアポリジニの話では200年

くらい前にオーストラリア大陸に航ってきた

西欧人が今、非常に沢山皮膚がんに罹ってい

る話が有りました。メラニン色素に関係があ

るそうです。最後に皆さんのお嬢さんの色が

黒かったら思いっきり褒めてあげてくださ

い。と話され、小野流の職業奉仕の話でし

た。 

（３）宮崎の高校から両耳が殆んど聴こえな

い聴覚障害の女子生徒が入って来て、いろん

な問題があったが、大学職員のレベルが上

がったこと(話し方・黒板の字を丁寧に書く・

態度など) は、学生が先生の職業奉仕の質を

上げてくれたのです。という学生の職業奉仕

の話でした。 

 最後に近頃の学生の質の件で付け加えられ

ましたが日本の子供は世界で一番テレビを見

る時間が長いそうです。 

 パネルディスカッションでは(東日本大震災

への支援例) 

１．熊本ＲＣ(ＹＭＣＡの堤 弘雄会員より) 

  東日本大震災被災者支援活動 

①．今年の地区大会へＲＩ会長代理として出

席され、当日に震災があり仙台空港に駐車し

ていた自分の車が流されるのを目撃し、被災

された宮城県の桑原Pガバナーへ緊急物資を送

りたい。お菓子の香梅・木村のあられ(熊本Ｒ

Ｃ副島会員・木村会員の協力)で、甘いお菓子

を大量に直ぐに送られた話が有りました。 

②．気仙沼の被災地へ自転車100台を備品含め

て緊急に送られた話(熊本ＲＣ会員・ＪＲ熊本

支社長・古賀会員がＪＲ貨物コンテナ４台を

無償で手配された) 

 人吉ＲＣも震災に対しての援助は中川年度

より宮原会長の元やっていますが、今回の観

光カレンダー事業が最大の事業になりますの

で、ご協力お願い致します。 

２．地震動予測地図 

地震動予測地図(当地区近辺) 

布田川・日奈久断層・・・人吉盆地南緑断層

(評価中) 

 職業奉仕とは、四つのテスト・ロータリー

の職業宣言を参考にしながら自分の職業の倫

理基準を高め地域社会に貢献(奉仕)すること

だと思います。以上です。 

 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友 ９月号の見所紹介ロータリーの友 ９月号の見所紹介 

                  中島博之副委員長 
  
 先月のプログラム行事の都合により９月号

の見所紹介が今月となりました。しかし、時

期が外れても紹介したいすばらしい内容が

載っていおります。ロータリー会員には３つ

の義務があります。 

・会費を払うこと 

・例会に出席すること 

・ロータリーの友を購読すること 

です。ロータリーの友は購入するだけでなく

読むことも義務となります。 

 では、横組みの1ページから紹介します。 

 ＲＩ会長カルヤンバネルジー氏のメッセー

ジになっています。 

 皆様ご存じだったでしょうか、2011-2012年

度の“色”があるそうです。それは緑だそう

です。それはなぜでしょうか。 

 緑は新しい命の色、広がった枝からぱっと

開く鮮やかな葉の色。ロータリーにとって今

が緑の時期である。私たちの深まりゆく青み

がかった灰色からもっと明るい緑に置き換え

るのです。とＲＩ会長は語っておられます。

そして私たちの組織に新しい生命や活力を吹

き込む、より新しい若い会員を連れてくる必

要があります。ロータリアン、家族、ロー

ターアクター・インターアクター、青少年交

換学生、財団学友など一つの家族として見る

ことが必要だと言われます。 

 次に、縦組み14ページ、【言いたい聞きた

い】の、『Ｅクラブはロータリーではないの

か』を見て下さい。2010年の規定審議会で可

決されたＥクラブですが日本では未だに根強

い反対があるといいます。日本の会員数は

1996年の13万人をピークに減り続けていま

す。「Ｅクラブ会員は互いに顔を合わせるこ



とがない、インターネットで例会に参加する

だけ」とあるが、本当にそこまでしなければ

ならないのかと疑問も感じます。皆さんはど

う感じますか？ 

 最後に縦組みの２ページ『女性を活用でき

ない会社に未来はない！』、ショッキングな

見出しであります。ここは紹介しませんので

ご自分で読んでください。購読は義務ですか

ら必ず読んでください。次は10月号紹介の牛

島会員です。 

 

   ロータリーの友 １０月号の見所紹介ロータリーの友 １０月号の見所紹介 

                   牛島スミ子委員 

 続きまして10月号のご紹介を致します。 

 横書きの24ページから30ページにわたり、

大震災の風評被害に挑むロータリアンの事が

書いてあります。その中で、ある会長さんは

「天邪鬼」だの「昼行灯」と、あまり名誉と

はいえぬ陰口をたたかれていらっしゃって

も、世界のロータリアンの活躍にとても感謝

されて居られます。いつの世も自分でない自

分が一人歩きしていることがあります。P24～

P30を是非ご覧ください。 

 縦組みでは10ページの洋食テーブルマナー

に興味を持ちました。読ませていただきま

す。 

 『食事前にコートやバッグをクロークに預

け、事前にトイレに行っておくこと。①いす

は左から座り左から立つ②バッグは左手に持

ち、左の足元に置く。③女性の小さいバッグ

はいすの背もたれの前に置く④足も腕も組ま

ない、肘をつかない⑤テーブルから握り拳２

つ分くらい空くように座る 

 その次にワインの飲み方も書いてありま

す。これからおいしい季節になります。食事

中、ワインの飲み方として、グラスは親指・

人さし指・中指の三本で足の部分をしっかり

と持ち、薬指・小指はそろえて軽く添えるこ

と。また、「テイスティング」はワインの劣

化を試すことで、味の好みを問うものではあ

りません。別のワインに変える場合は、有料

となるのが一般的です。乾杯時は胸の辺りに

グラスを上げ、目を合わせて「乾杯」。くれ

ぐれもカチンと乾杯しないように。 

 カトラリーの持ち方は脇をしめ、人さし指

で押さえるのが基本。ただし、フィッシュナ

イフはペンを持つ感じです。食後は店の人が

下げやすいよう、フォークは背を下に、時計

の三時か四時の位置のところでお皿に置く。

左利きの方は、事前に店に連絡し、セッティ

ングを変えていただいておくとようでしょ

う。 

 ナプキンは、立食時は乾杯が済んでから、

着席時は主賓や上司が手に取ってから、それ

以外は、席に着いたら直ぐに取ってＯＫ。二

つ折りにし、折山になった側を自分のお腹側

に置きます。口を拭くときはナプキンの内側

上部で。使わないのは店に非常に失礼、とい

うことに注意。 

 コーヒーは最初の一口は必ずブラックで。

カップの下に手を添えると「ぬるい」という

意味になってしまうので、してはいけませ

ん。また、ソーサーを持って飲んでいいのは

紅茶だけです。』 

 ここは自分に適した内容でありましたので

ご紹介させていただきました。 

 以上で終わります。皆様ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長 

・武末会員 観光カレンダー写真コンテス 

 ト、表彰されました方々、おめでとうござ 

 います。この事業も10年間続き、写真家の 

 方々のご協力本当にありがとうございまし 

 た。               2,000 

・宮原会長 カレンダー入賞の皆さん、本日 

 はおめでとうございました。    1,000 

・友永会員 ソフトボール人吉リーグで豊永 

 耳鼻咽喉科チームが５年ぶりに優勝致しま 

 したのでニコニコ致します。    10,000 

・和田会員 今日本当に60歳になりました。 

 お祝いありがとうございました。  2,000 

・大賀会員 2014年に長崎で開催される国民 

 体育大会のカヌー競技を長崎に会場が無い 

 ために、人吉での開催を検討しています。 

 今日は長崎県との協議のため失礼致しま 

 す。               1,000 

・有村会員 早退します。      1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード10/14合計17,000 

 

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 
 


