
  
   

 

 

   

     宮原和広会長 

 

 早いもので12月、師走で

す。今年最後の月となりま

した。ここ数日で人吉高校

通りの銀杏が黄色く色づき

素晴らしい眺めです。 

 本日は人吉ロータリーク

ラブ細則第４条第１節により、｢本クラブの年

次総会は毎年12月の第一例会日に開催される

ものとする。そしてこの年次総会において次

年度の役員および理事の選挙を行わなければ

ならない」となっていますので例会の後半を

年次総会に切り替えさせて戴きます。どうぞ

宜しくお願い致します。ちょうど１年半前の

年次総会に於いて、私が会長ノミニーの承認

を受けたのが、昨日のような気が致します。 

 会長に就任して、皆様のご協力のお陰で何

とか５ヶ月を経過致しました。引き続き後

７ヶ月、今まで同様のご協力を宜しくお願い

致します。 

 先週は人吉税務署の堺新也署長様をお迎え

し、ご講話戴きました。昔、映画にあった

「マルサの女」を例えに話をされ、税務署の
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仕事内容について説明がありました。最後に

正しい税の申告及び納税によって日本の財政

は賄われているため、納税に対する理解とご

協力を宜しくお願いしますと締めくくられま

した。ご紹介者の尾方会員、そして堺署長

様、ありがとうございました。 

 11月28日、北委員長宅で地域発展委員会の

家庭集会が、北委員長はじめ、川越副委員

長、大賀委員、永江委員、馴田幹事、私の６

名で開催されました。主として地域発展功労

者表彰について話し合いが行われ、団体及び

個人の候補者が上がりましたが、決定までに

は至りませんでした。今後も引き続き候補者

の検討をしていくと云うことで会議は終わり

懇親会に移りました。北委員長、奥様、そし

てお手伝い戴きました馴田幹事の奥様、大変

お世話になりありがとうございました。 

 翌日の11月29日、延岡委員長宅での環境保

全委員会の家庭集会は、延岡委員長はじめ山

口委員、丸尾委員、片岡忠雄委員、馴田幹事

と私の６名が出席し開催されました。 

 12月16日予定の環境保全に関する卓話を皮

切りに、３月に九州電力㈱が実施する植樹事

業への参加、４月に早朝例会、５月に地域の

クリーン作戦への参加と、延岡委員長より

次々に計画の説明がありました。３月の九州

電力主催の植樹事業については片岡忠雄委員

より詳しい説明がありました。委員会では計

画に向かって着実に動かれています。その後

懇親会に入っても環境問題に関する話が途切

れることなく続きました。延岡委員長、奥

様、大変お世話になりありがとうございまし

た。 

 最近の家庭集会か会場を決めて開催される

ケースが多いようですが、今回は両委員会と

も委員長宅で行われました。昔は会員の家庭
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で会議が行われていたため炉辺会合と呼ばれて

いました。本来炉辺会合とは暖炉を囲みながら

歓談する事らしいです。 

 来週の例会(12月9日)は時間を変更して夜の

例会、引き続き忘年会となっております。親睦

委員会で色々な企画がされているみたいですの

で楽しみにして下さい。 

 今夜は７時より、清流山水花あゆの里のこの

会場で「ワインと音楽の夕べ」と題して夫人の

会が開催されます。今回は、今年度のロータ

リー強調テーマ「家族の絆」とありますので、

会員皆様にも募りましたところ、14名の方が参

加戴けるとのことで、ありがとうございます。

楽しい一時を過ごして戴ければと思います。 

 
 
   浅野 強 副幹事 
 

【12月2日第9回定例理事会承認事項】 

○台北稻江ＲＣ調印式 訪台の件→ 

    ２泊３日(2/18～2/20）で実施をする 

○ガバナーからの家族月間「清掃活動の件」 

  12月11日(日)→実施しない 

○忘年会・新年会の例会変更及び12月の例会取 

 止めの件→ 

  忘年会12月9日(金)18時30分～ 

       人吉RAC合同で開催  

  新年会1月6日(金)18時30分～ 

       名誉会員と人吉RACを招待       

  12月23日・30日の例会を取止めとする 

○年末年始の事務局休日の件→ 

  12/29(木)から1/3(火)まで休暇とする 

【連絡事項】 

・人吉市青尐年育成市民会議笹山欢悟会長よ 

 り第４回育成部会開催案内 

   期日：平成23年12月8日(木)午後7時～ 

   場所：市役所別館202号室 

  新世代本田節委員長へお渡しします。 

・第13回白いキャンバス芸術祭の案内 

   日時：平成23年12月9日(金)～11日(日) 

   場所：山江村歴史資料館 

・本田ガバナーよりロータリー家族月間｢清掃   

 活動｣について 

   期日：12月11日(日)  

   事業：清掃作業  

   場所：各クラブ所在地域 

   本日の理事会で実施しないことを決定 

・第44回人吉市歳末たすけあい演芸会実行委員 

 会開催の報告書が届いています。 

  社会奉仕水野虎彦委員長へお渡しします。 

【回覧】 

 台北稻江ＲＣ週報 人吉中央ＲＣ週報 

 宇土ＲＣ週報 人吉総合病院広報誌｢翔｣ 

【例会変更・取止め】 

 たくさん届いておりますので回覧します。 
 

  ≪寄付の申し出≫ 
  
 片岡啓一会員より、 

７人目の孫の誕生を記念し

て、Ｒ財団、米山記念奨学

会へご寄付がありました。 

  

 

    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】    山田仁法委員長 

 台北稻江ＲＣとの第３次調印式に伴う訪台に

ついて、２月18日から20日の２泊３日の日程で

行うことを、国際奉仕委員会、そして理事会で

決定をして頂きました。 

 本日、皆様のお手元に案内の文書とスケ

ジュール表をお配りしました。参加締切の期日

が12月26日と押し迫っておりますが、事務局の

方へご返信を宜しくお願い致します。 

 こちらからの添乗員や現地のガイドはおりま

せん。稻江ＲＣ会員様に日本語の堪能な方がお

られるそうですので案内しますとの返事がきて

おります。以上でございます。どうぞ宜しくお

願い致します。 

 

【親睦委員会】      戸高克彦委員長 
 
    １２月のゴルフ愛好会案内 

    日 時: １２月２５日 (日)  

       ９時３４分スタート                

    場 所: 球磨カントリー倶楽部 

   多くの参加をお待ちしています。 

本日の出席率 

会  員  数   66名   70.97% 

出 席 免 除 5名 11/18例会出席率  79.03％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 44名 修 正 出 席 率 95.16％ 

＊届け出欠席  

 尾方・延岡・岩本光・立山・馴田・永江・馬場・有村 

 葉山・川越・堤正・板井・原田・友永・永尾・小林清 

 北 

＊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 

地域発展委員会家庭集会；川越・大賀・尾方・永江・北 

環境保全委員会家庭集会；延岡・原田・山口・丸尾・片岡忠    



 

 

 

        2011－2012年度 

         年次総会 

 

議長；宮原和広会長 

 ただいまより、2011－2012年度年次総会を

開催致します。その前に人吉ＲＣ細則第３条

第１節にありますとおり、私が議長を務めさ

せていただきます。そして、細則第４条第３

節に会員総数の３分の１をもって本クラブの

年次総会の定足数とする、となっておりま

す。現会員総数66名、本日の出席数47名です

ので本総会は成立します。 

 本日の議案は、第１号議案として『会長ノ

ミニー選挙の件』、第２号議案として『理事

役員指名の件』の二つの議案があります。 

 審議のほど宜しくお願い申し上げます。 

 それでは第１号議案の会長ノミニー選挙の

件です。 

 先週11月25日の例会に於いて、指名委員会

伊久美寛志委員長からのご報告のとおり、渡

辺洋文会員を指名していただきました。 

 それでは渡辺洋文会員を人吉ロータリーク

ラブ会長ノミニー、すなわち次々年度会長に

決定することを皆様より承認いただきたいと

思います。 

 

   ・・・・全員拍手で承認・・・・ 

                  議長 

 ご承認ありがとうございました。それでは

渡辺洋文会長ノミニーに就任挨拶と、次々年

度幹事の指名発表をお願い致します。 

   渡辺洋文会長ノミニー 

 幹事職から解放されまし

て、釣り三昧の夢のような

日々を送っておりましたとこ

ろを、いきなり現実に連れ戻

されたような気がしておりま

す。お断りする決定的な理由

が見つからず、中川直前会長からは無責任に

も｢せんとダメよ」と言われ、已む無くお引き

受けすることとなってしまいました。 

 つきましては、幹事を井手富浩会員にお願

い致しましたところ、快く引き受けて頂きま

した。人生はいい出会いといい仲間がいれ

ば、それだけで結構幸せなんじゃないかなと

僕は思っています。ロータリーも、ひとつの

コミュニティーとして、いい出会いといい仲

間がいて、楽しくロータリー活動ができれば

一番いいのではないかと思います。不安もあ

りますが何事も経験だということで大目に見

て頂き、伝統ある人吉ロータリークラブの名

を汚さぬよう、井手会員と二人で頑張ってい

きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致

します。  

         

           井手富浩次々年度幹事 

 ただいま渡辺会長ノミニー

よりご指名頂きました井手で

ございます。ノミニーがおっ

しゃったように、人吉クラブ

の伝統と先輩方が築き上げて

こられた素晴らしい歴史を汚

さぬよう、精一杯頑張らせて頂きたいと思い

ます。渡辺ノミニーは泰然自若としておられ

ますので、私は尐々焦り気味にやらせて頂き

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。 

                  議長 

 大変すばらしい御挨拶をありがとうござい

ました。 

 それでは第２号議案、次年度役員理事の指

名につきましては11月４日の例会に於いて会

員の皆様に承認を得ておりますので、本クラ

ブの慣例によりまして次期会長（会長エレク

ト）に指名発表していただきます。山賀勝彦

会長エレクト、発表をお願いします。        

     

            山賀勝彦会長エレクト 

 人吉ＲＣ細則第１条第１節に

より本総会において次年度理事

役員の指名を行なうことになっ

ております。ＳＡＡ委員長の発

表は来週となります。 

１２月の誕生祝い １２月の誕生祝い   

小林清市 会員 ９日 浦田繁喜 会員 １１日 

青木一幸 会員 ２１日 山田仁法 会員 ２９日 

    

  
         

                    １２月の結婚記念祝い１２月の結婚記念祝い 

葉山稔洋 会員 1日 伊久美寛志会員 ３日 

友永和宏 会員 ４日 牛島スミ子会員 ６日 

岩本光義 会員 ７日 山本瑤子 会員 ９日 



    2012-2013年度 理事・役員   

     会   長   山賀勝彦 

     副 会 長  渡辺洋文 

     幹    事  浅野 強   

     会   計  石原弘章 

     直前会長   宮原和広 

  会員組織委員長   尾方芳樹 

  ｸﾗﾌﾞ広報委員長   葉山稔洋 

  職業奉仕委員長  水野虎彦 

  社会奉仕委員長  本田 節  

   新世代委員長  戸高克彦     

  国際奉仕委員長  有村隆徳 

 ロータリー財団委員長   和田栄司 

     理  事  大久保勝人 

以上の方々を指名致しますので、議長宜しく

お願い致します。     

                  議長 

 ただいま山賀会長エレクトより指名発表を

して頂きました。皆様の承認をお願い致しま

す。 

  ・・・・全員拍手で承認・・・・ 

         

          山賀勝彦会長エレクト    

 ご承認頂きましてありがとうございまし

た。それでは新理事・役員の皆様は前に出て

頂きますようお願い致します。 

 2012～2013年度は、以上の理事・役員で運

営していきます。会員皆様のご協力を宜しく

お願い致します。                                     

                  議長 

 それでは次年度役員・理事がＳＡＡを除い

て決定致しました。次年度の活躍を祈念し、

これをもちまして2011-2012年度の年次総会を

終了致します。皆様のご協力ありがとうござ

いました。 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・渡辺洋文会員 承認ありがとうございま 

 す。宜しくお願い致します。    2,000 

・井手富浩会員 次々年度幹事の大役を仰せ 

 つかりました。覚悟を決めながらニコニコ 

 します。             2,000 

・有馬宏昭会員 2013～2014年度の会長に渡 

 辺会員、幹事に井手会員が決定しましたこ 

 と誠におめでとうございます。益々のご活 

 躍を祈念申し上げます。      2,000 

・伊久美寛志会員 2013～2014年度会長に渡 

 辺会員に決定致しました。御苦労様ですが 

 御指導下さい。          2,000 

・山田仁法会員 台北稻江ＲＣとの調印式に 

 多くの会員様、奥様の参加をお願いしま 

 す。また、稻江ＲＣに贈呈する記念品が決 

 まっておりません。良い物がありましたら 

 教えて下さい。          1,000 

・宮原和広会長 渡辺会長ノミニー、次々年 

 度井手幹事、就任おめでとうございます。 

 次年度役員、理事の皆さんの活躍を祈念致 

 します。おめでとうございます。  2,000 

・中川貴夫会員 渡辺ノミニー、井手幹事、 

 就任おめでとうございます。頑張りましょ 

 う。山賀エレクト、役員の皆様、おめでと 

 うございます。          2,000 

・大久保勝人会員 次々年度、渡辺会長・井 

 手幹事、誕生おめでとうございます。名コ 

 ンビの御様子、頑張って下さい。  2,000 

・片岡啓一会員 ７人目の孫が10月に生まれ 

 ました。渡辺、井手、両君の御活躍を祈念 

 します。             2,000 

・浦田繁喜会員 誕生祝いを頂きました。 

                  2,000 

・牛島スミ子会員 結婚祝いを入会して初め 

 て戴きましたので嬉しくて泣けてきまし 

 た。ありがとうございました。   2,000 

  ニコニコ･ごめんねカード12/2合計21,000 

 

【Ｒ財団カード ポリオプラス】 

・和田栄司会員11/11 ポリオの為へ  ＄50 

・宮原和広会長11/11 和田委員長、ロータ 

 リー財団卓話ありがとうございました。 

                   ＄20 

・武末憲一会員11/11 ポリオ寄付     ＄50 

・丸尾孜会員11/11 ポリオ寄付       ＄50 

・立山茂会員11/11 和田さん御苦労様です。 

  早速ポリオ寄付させていただきます。 

                                 ＄64.102 

・浦田繁喜会員11/18 人吉ロータリークラブ 

  に入会して前週で丁度33年となりました。 

  お陰様で健康にも恵まれ、例会100％出席を 

  続けることが出来ました。会員皆様の友情 

  に感謝します。                   ＄100 

 

 

 

      点 鐘  宮原和広会長 

 

 

 

 


