
  
     宮原和広会長 

 

 この度、人吉中央ロータリークラブの赤山武興

会員が国際ロータリー第2720地区のガバナーノミ

ニーに就任されましたこと、人吉ロータリークラ

ブ会員一同心よりお喜び申し上げます。 

 熊本第６分区より22年前の平成２年に人吉ロー

タリークラブの大平桂士郎ガバナーが誕生して以

来、２人目のガバナーになられます。私たち人吉

ロータリークラブは求められるならば全力でご支

援致します。赤山ガバナーノミニーの今後のご活

躍を祈念申し上げます。 

 先週は夜の例会で新年会でもありました。親睦

委員会の計らいで楽しい一時を過ごすことが出

来、感謝申し上げます。 

 12月23日は祝日、12月30日は年末で例会取止め

になり、３週間ぶりの例会で、私の場合は仕事が

ら会長の時間を考えずに済み非常に助かりまし

た。皆さんは如何でしたでしょうか？ 

 １月11日、東日本大震災から10カ月、被災地の

成人式の記事が毎日新聞に載っていましたので読

んでみます。 

 ９日は成人の日でした。８～９日にかけて全国
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各地で成人式が開かれました。東日本大震災の被

災地でも多くの新成人が式に臨みました。それそ

れが、亡くなった人たちの分も力強く生きて行く

ことを誓いました。 

 新成人６人が犠牲となった岩手県陸前高田市で

は８日、新成人代表の菅野さんが、「苦しいこと

があったとき、あなたたちを思いだし、その分も

笑い、あなたたちのことを決して忘れず進んでい

きます。」と誓いの言葉を述べました。また、宮

城県石巻市雄勝町小島では、新成人46人が式典に

出席。被災して振り袖を用意できなかった女性４

人はボランティア団体が全国から集めた振り袖を

まとい、善意に支えられて晴れの日を迎えまし

た。と、掲載されていました。まだまだ復興には

かなりの年数がかかると思いますが、被災地の皆

さん頑張って下さい。 

 国際ロータリーは毎年１月をロータリー理解推

進月間に指定しています。これは対外的には広報

活動を通じて、対内的にはロータリー情報集会・

討論・セミナーを通じてロータリーを推進するも

のであると定めています。 

 会員にロータリーについて知識と理解を一層深

めてもらい、そして同時にロータリアン以外の一

般の人々と情報を共有する事も大事だと思いま

す。 

 １月に特別な１週間があると言うことを皆さん

ご存じだったでしょうか？私は初めて知りまし

た。１月27日はロータリーの創設者ポール・ハリ

スの命日です。1989年10～11月の理事会におい

て、毎年この１月27日を含む１週間を「追悼記念

週間」に指定し、物故ロータリアンの冥福を祈

り、生前の貢献を記念する週間となっているそう

です。たまたま１月27日は当クラブの例会日に

なっていますので、その時に詳しくお話をしたい

と思います。 

 本日はクラブ協議会前半の部になっていますの

でクラブ運営委員会の委員長さん宜しくお願い致

します。 
 

 １月ロータリー理解推進月間 
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【連絡事項】 

①2720地区本田光曠ガバナーより、 

 ・ＲＩ第３ゾーンからＲＩ会長ノミニーを選出す 

 るためのＲＩ理事指名委員会委員の選出について 

・地区内の長期計画の状況を把握するため現在計画 

 を実施しているクラブは報告をして下さい。 

②公益法人ロータリー日本財団理事長岩井敏氏よ 

 り、寄付金に関する優遇措置についての文書が届 

 いています。平成23年4月以降の寄付金について公 

 益法人に対する寄付金としての税制上の優遇措置 

 が適用されます。本年度より所得控除のほかに税 

 額控除制度が新設されました。事務局より該当者 

 の方々に証明書のコピーをお渡しします。 

③ロータリー米山記念奨学会より2011年度下期普通 

 寄付金のお願い文書 

④人吉市青尐年育成市民会議笹山会長より開催案内 

 文書が２通届いています  

 ○第５回育成部会開催案内 

  平成24年1月23日(月)午後7時～市役所別館     

 ○子供会交流発表会開催案内 

  平成24年1月29日（日）午後1時30分～ 

         東西コミセン２階会議室 

 新世代本田委員長にお渡しします。 

⑤人吉ロータリークラブ宮原会長宛てに、人吉市長 

 田中信孝氏より、人吉市市制施行70周年記念式典 

 の案内が届いております。 

 期日：平成24年2月11日（土）午後1時～  

 場所：人吉カルチャーパレス大ホール 

 式典において、日頃のご協力とご功績に感謝し人 

 吉ロータリークラブは市政功労者として表彰する 

 ことに決定しました。とのこと。 

【1月6日第11回定例理事会承認事項】 

○台北稻江ＲＣ調印式訪台事務局員参加の件 

 →承認 会員１人1000円を負担 

○Ｒ財団ハンドブックの購入の件（1冊500円） 

 →全会員個人負担で購入 

 釜田元嘉会員が本日より出席です。免除会員を解 

 除致します。 

【例会変更】 

熊本北RC1/19→18:30～新春歓迎会のため 

               場所；割烹火の国 

熊本江单RC2/8→18:30～創立記念例会のため            

             場所：すき焼き加茂川 

【回覧】 

 荒尾ＲＣ週報 のびのびユースネットくまもと第68号 

【配布物】  

 ガバナー月信1月号 地区大会案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

 人吉ＲＣ12/9、12/16会報   

 

～来訪者挨拶～ 

  2013-2014年度 

  赤山武興ガバナー・地区役員就任挨拶 

           赤山武興ガバナーノミニー 

 お蔭様で、ＲＩ第2720地区2013年～14年ガバナー

として、昨年９月に国際ロータリー本部に登録さ

れ、ガバナーノミニーに就任いたしました赤山で

す。就任以来、ロータリー生活が一変、勉強、勉

強、勉強の毎日で、あらゆる地区主催会合、および

全国の会合の出席指示がありました。例えば、

「ロータリー研究会」大阪国際会議場で開催され、

全国のガバナーが集まり、ＲＩバネルジー会長始

め、ニュジーランド、イタリーなどの、ＲＩ理事の

方々からの指導セミナーで、朝から晩まで、３日間

ビッシリと鍛われました。次の週は、東京で、米山

記念奨学会の全国合同セミナーがあり、またまた大

変、鍛われました。米山奨学生選考試験面接官にも

就任、今月28日に熊本市で24名の留学生の面接をす

る予定です。あらかじめ面接官の手引き、受験者の

膨大な資料が宅急便で送られてきて、それを読むだ

けで末年始の休暇は返上いたしました。その間、諮

問委員会、地区財団セミナーなど、とにかくここ数

年で、ロータリーも大きく変わりつつあり、その勉

強だけでも大変な時間が必要であります。そして岡

村年度の地区運営等にも本田ガバナーと共に、ご相

談いただき、長期計画として継続性を大事にして行

く方針です。その対忚に追われるうちに、６分区の

クラブへのご挨拶が、遅れましたことお詫び申し上

げます。 

 さて、2013年３月16、17日にＰＥＴＳ開催120名

位出席予定、４月21日に地区協議会開催800名位出

席予定まで１年余りになりましたので、カルチャー

パレス等が１年前から借用予約が必要なので、詳細

はゆっくりでもよいけど大綱だけは２月の下旬位に

６分区のガバナー補佐、会長、副会長にご出席いた

だき、実行委員会等の協議をいたしたいと思ってい

ますのでご協力していただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 なお、地区大会は、2014年３月15、16日位に1200

名位の出席予定で開催できればと思っています。三

つの大会合わせますと2,120名のロータリアンが人

吉市を訪れていただきます。どうかロータリークラ

ブとして、経済面、観光面、人吉市の広報など、地

域活性化への最大の地域奉仕ができるチャンスと捉

え、６分区のロータリアンとしての誇りに懸けて

も、ご一緒に大会成功へのご協力を伏してお願い申

し上げます。 

 

         2013-14年度岡本光雄地区幹事 

 2013-2014年度の地区幹事を仰せつかりました岡

本です。この一年間しっかり勉強を致しまして、ス

ムーズにガバナー年度がスタートしますように頑

張って参りたいと思います。 

 人吉クラブの先輩方のご指導を仰ぎながら素晴ら

しい赤山年度にしたいと思いますので、絶大なるご

協力をお願い致します。 

  

       2013-14年度中尾弘地区財務委員長 

 皆様明けましておめでとう御座います。 

 2013年～2014年赤山ガバナー年度の財務委員長を

おおせつかりました中尾でございます、次年度から

財務委員として、また赤山ガバナー年度には財務委

員長としまして、地区のお金をいかに引き出して来

るかが、財務委員長の仕事と、いうことで御座いま

す、来年度から、地区協議会が始まりましてそして  

2014年度には、地区大会と、地区協議会には約800

名地区大会には、約1100名～1400名のロータリアン



の人たちがきて、人吉にたくさんのお金を落とし

て頂き、人吉の町に経済効果がありますよう進め

て行くよう企画しております、どうか人吉ロータ

リークラブの皆様の協力を、お願いし、赤山ガバ

ナー年度には地区大会を、成功させたいと思って

おります、どうか宜しくお願いいたします。 

 

      人吉中央ＲＣ 武井章会長エレクト 

 遅ればせながら、新年あけましておめでとうご

ざいます。皆様の益々のご繁栄とご多幸をご祈念

申し上げます。山賀会長エレクト年度と共に赤山

ガバナーノミニーからのお話にありましたよう

に、地区協議会、ＰＥＴＳ等の行事が開催されま

す。準備計画が大変だと思っています。皆様より

ご指導、ご鞭撻をいただき、私自身しっかり聞思

修に努め、頑張りますので宜しくお願い致しま

す。 

    
 
    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】     有馬宏昭委員長 

・人吉中央ＲＣガバナーノミニー一行 

 就任及び地区役員就任挨拶       5,000 

・宮原和広会長 赤山ガバナーノミニー就任おめ 

 でとうございます。          1,000 

・釜田元嘉会員 昨年の9月16日、出席免除願いの 

 承認を頂いておりましたが、本日より出席させ 

 て頂きます。             5,000 

 ニコニコ･ごめんねカード1/13 合計11,000 

 

     

      点 鐘  宮原和広会長 

  

 

   第３回 クラブ協議会 前半 

 

クラブ運営委員会  

委員長)山賀勝彦（発表）副）浅野 強  

 クラブ運営委員会には『Ｒ情報・親睦・ＳＡ

Ａ・プログラム・ニコニコ・出席・会員組織・職

業分類・会員選考・クラブ広報・雑誌・クラブ会

報』、以上12の委員会より構成されています。前

期も終わり、各委員会では夫々の計画、方針に従

いまして着実に遂行されています。具体的には各

委員長さんよりご報告されると思いますが、各委

員会のご努力に対しまして感謝申し上げます。後

半も宜しくお願い致します。 

 

Ｒ情報委員会  

委員長)高山征治（発表） 副)浦田繁喜 

  委員)和田栄司･小林清市･中川貴夫 

 ９月予定でした家庭集会を10月20日二代目に於

きましてローターアクト委員会と合同で行いまし

た。11月に予定しておりました新入会員の勉強会

は中川会員が地区の出向等で忙しく、本年度の2月

に予定しています。12月14日は新入会員予定者の

渕田秀雄さんのオリエンテーションを私が担当し

ました。立派なロータリアンになられると存じま

す。後見人は塚本会員です。今後の予定ですが、

今月、ロータリー理解推進月間卓話を和田会員、

２月のＲＩ創立記念卓話を小林清市会員にお願い

しております。以上です。 

 

親睦委員会   

委員長)戸高克彦（発表） 副)漆野智康  

  委員)水野虎彦･岩本泰典･立山茂･本田 節 

     鳥越博治･小林祐介 

 年度始めの計画・方針に基づき、半年間委員会

活動を進めて参りました。五大親睦活動は先週の

新年会を終え、６月の賀寿会を残すのみとなりま

した。ゴルフ愛好会は天候にも恵まれ、また会員

皆様の参加にも恵まれ、毎月楽しく行えていると

思います。これまでの活動は、親睦委員会の皆様

に快くご協力を頂き本当に感謝致しております。  

 半年間と振り返ると、私自身内容の把握が出来

ていない面があった事と委員会での協議が尐な

かったことが反省点です。毎月行われるゴルフと

結婚誕生祝、それと宴会の５大親睦活動を両立し

ていくことが難しく感じられました。委員会活動

も残り半分となりましたので、前半の反省をふま

え、尐しでも会員皆様の親睦が深められますよう

取り組んでいきたいと思います。これからもご指

導・ご協力どうぞ宜しくお願い致します。 

 

プログラム委員会  

委員長)葉山稔洋（発表） 副)平田フク  

 委員)渡辺洋文 

 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えてバランス

良く設定するよう努力しています。皆様にお願い

ですが会務報告や卓話を計画されておられる委員

会は早めにお申し出下さいますようお願いしま

＊届け出欠席  

 本田・延岡・馬場・石原・小林清・中川・立山・堤正 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本  

本日の出席率 

会  員  数   67名   85.94% 

出 席 免 除 4名 

12/30 例会取止め  欠 席 者 数 8名 

出 席 者 数 55名 



す。３人の都合でまだ家庭集会をしておりません

が、桜が舞う時期に行う予定でおります。 

 

ニコニコ箱委員会  

委員長)有馬宏昭（発表） 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597,000円、ビジターで73,000円合計の

67,000円ニコニコして頂きました。感謝申し上げ

ます。お陰様で目標の44.7％を現在でございま

す。昨年度と比較しますと昨年度の78.5％でござ

います。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、忘年

会、新年会、の４回を終わり、残りはＲＩ創立記

念日、クラブ創立記念日の２回です。ありがとう

ございます。引き続き、ニコニコ担当５名が各自

協力し、会員やご家族、事業所のお喜びやお祝い

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。今後とも皆様のご協

力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） 副)永尾禎規 

 委員)原田知一郎･友永和宏 

 年度の計画方針は栞に記載の通りです。皆様の

ご協力により、無届欠席は大幅に尐なくなりまし

たが、時々料理が残っているのを見かけますの

で、尐しでも無駄をしないよう、お忙しいとは存

じますが当日の10時30分までに事務局までご連絡

をお願いします。 

 また、11月以降、メークアップ数が大幅に減っ

ております。出席率100％に達してない方は、これ

からの各種行事、大会、ローターアクト例会、他

クラブ例会等への参加を奨励しておりますので今

後も出席率向上に努めて頂きますよう宜しくお願

い致します。 

 

職業分類委員会  

委員長)大久保勝人（発表） 副)堤 正博 

  委員)釜田元嘉・岡啓嗣郎・片岡啓一・延岡研一 

 方針：会員資格に関する職業分類の原則を維持

する。この原則を十分に認識し、クラブ組織の発

展の為に運営する。 

 計画：①職業分類調査及び職業分類表を時代に

見合ったものに整備。②被推薦者が職業分類の資

格条件を満たしているかの決定に当たっては、理

事会と協議する。③会員増強委員会と会員選考委

員会と連絡を密にする。  

平成23年12月31日現在、２名の入会 

８月５日 片岡忠雄会員 

（大分類:電気及び電気工事 小分類:電力供給） 

12月16日 渕田秀雄会員 

（大分類:教育 小分類:幼児教育）      

 

会員選考委員会 

委員長)有村隆徳（発表） 副)大賀睦朗 

 委員)赤池利光・堤 脩・増田 力・武末憲一 

 会員組織増強委員会、職業分類委員会から推薦

されました２名の会員を人格、職業上、社会的地

位、一般的な適格性を審査致しまして、ロータ

リークラブの会員として素晴らしい人物と判断

し、理事会に推薦致しました結果、新しく片岡忠

雄会員と渕田秀雄会員を迎える事が出来ました。 

 

クラブ広報委員会  

委員長)井手富浩（発表） 副)石原弘章 

 委員)山田仁法・石蔵美佐子・木村正美 

 方針計画に則り活動して参りました。年度当初

の表敬訪問、家庭集会を行い、予算執行を伴う活

動としては、暑中見舞、県体、年賀等の広告を出

させて頂きました。また、人吉ＲＣの活動に関す

る記事を電子スクラップの形で活動記録として残

しております。ＩＴ化推進のため、ホームページ

に各会員事業所とのリンク集を作成させて頂いて

おります。今後は新入会員のデータをアップし、

皆様のご希望を伺いながらバージョンアップして

参りたいと思いますので、ご意見ご希望などあり

ましたら当委員会までお知らせ下さい。最近の活

動では、米山奨学生 張コン君の招待事業を片岡米

山記念奨学委員長と同行してルポして参りまし

た。年度の終わりにまとめて、ホームページへ掲

載したいと思います。皆様ご覧になって下さい。

今後も皆様のご要望を承りつつ、広報活動、ホー

ムページの充実に努めて参りますので宜しくお願

い致します。 

 

雑誌委員会  

委員長)鳥井正徳（発表）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。 

 見所紹介については、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）副)尾上暢浩              

 委員)川越公弘・山本瑤子 

 忘年会・新年会を終え、クラブ会報委員会も事

務局の協力を得ながら順調に運営しております。

今日は12月例会の会報が２部お手元にあるとおも

いますのでゆっくりご覧ください。 

 今後の予定と致しまして、来月には２度目の家

庭集会を開催します。今後はこれからの会報を当

初の方針、計画通りに発行していきます。今から

も有意義で皆さんの興味を引く会報を作っていき

ますのでご協力とご愛読をお願い致します。 

 

          閉  会 


