
  
    宮原和広会長 
 

 ２月14日、山田仁法会員のお母様が満100歳

でお亡くなりになられました。ご冥福をお祈

り申し上げます。 

 明日から台北稻江ＲＣの調印式に行ってき

ます。参加して戴く会員様、朝が早いですの

で宜しくお願い致します。尚、事務局の緒方

君も同行しますので２月20日は事務所は留守

になります。 

 先週の例会で述べましたが、人吉市制施行

70周年が２月11日に開催されましたので参加

してきました。人吉ロータリークラブは団体

の部で市政功労者表彰を、そして数名の人吉

ＲＣ会員さんが個人の部で市政功労者表彰を

受けられています。 

 先日、次年度の那須ガバナー補佐より、私

と山賀エレクトへ次年度のガバナー公式訪問

の件で連絡がありました。 

 次年度ガバナーの意向は、人吉・人吉中

央・多良木３クラブ合同で開催してほしい、

そして訪問日程を８月18日頃に検討してほし

い、という要望が届いております。次年度山

賀会長でご検討の程宜しくお願い致します。  

 ３月17日、18日は会長エレクトセミナーが

大分で開催されます。いよいよ次年度山賀会

長の動きが始まりました。ご活躍を期待致し

ます。 

 先週のテーブルミーティングではロータ

リー用語について語って戴きました。 
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 会長エレクト研修セミナー（PETS:ﾍﾟｯﾂ）と

は、次年度会長になるための勉強会で義務出席

になります。エレクトとは次年度会長のこと、

ノミニーは次々年度会長のことをいいます。 

 本日は、2720地区専任卓話講師であられます

伊久美パスト会長に卓話をお願いしてあります

ので楽しみに拝聴したいと思います。 

 
 
   馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①(社)人吉青年会議所より新年会出席への 

 御礼状 

②ひとよし春風マラソン大会実行委員会開催 

 資料の送付 

③人吉市青尐年育成市民会議より第6回育成部 

 会の案内 本田新世代委員長へ 

  日 時；2月25日(土)18:00 

  場 所；やきとりさがら  

④㈱人吉新聞社より石蔵美佐子社長辞任･会長 

 就任のお知らせ、石蔵尚之氏社長就任のご 

 挨拶状が届いています。 

⑤2720地区岡村ガバナーエレクトより 

 ・中川貴夫会員へ地区会員増強・拡大部門 

  長の委嘱状 

 ・次年度クラブ役員キットの送付 

【回覧】 八代单ＲＣ、宇土ＲＣ週報  
   
【次年度地区出向】   

    国際ロータリー第2720地区  

   中川貴夫会員 委嘱状伝達  

 
     
会員増強・拡大委員会委員長 

会員増強・拡大委員会部門長  

地区研修委員会 委員  

 山賀勝彦会長エレクトより  

 伝達されました。 

  ２月 世界理解月間 

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

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  葉山プログラム委員長 



マルチプルポールハリスフェロー認証ピンの贈呈 
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【ローターアクト委員会】 青木一幸副委員長 

 ローターアクト第２例会変更のお知らせ 

   ２月２３日(木)→２月２２日(水） 

    時 間：１９時３０分～ 

    場 所：立山商店 茶の蔵          

    内 容：中田さんのお別れ会 

   参加される方は私か事務局まで連絡を 

  お願いします。 

 

【親睦委員会】      戸高克彦委員長  

    ２月のゴルフ愛好会案内  

    日 時: ２月２６日 (日)  

       １０時３０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。  

 

【雑誌委員会】 

   ロータリーの友２月号の紹介 

             中島博之副委員長 

 ２月の友の表紙は凍りついた滝の写真です。

どこかなと見てみたらば、福岡県にある滝だそ

うで驚きました。 

 では縦組から紹介します。 

 まず１ページ、ＲＩ会長カルヤン・バネル

ジー氏は、テルアビブで講演をした時の経験を

述べています。教養の高い科学者や企業家です

らロータリーについて一度も聞いたことがない

という方が大勢いる。私たちが行うすべてのこ

とは私たちの良い評判が頼りになっているので

あり、もっと自分たちの活動について世界に

知ってもらうことが大事であると語っていま

す。 

 私たちの活動を人々に広く知ってもらうこと

は会員増強にも繋がると思います。ですから

ロータリーを知らない人がいるということは私

たちにとってマイナスであることを認識しなけ

ればいけませんね。 

 次に４ページへ、「ロータリーの誕生と成

長」・・・このページのこの文は毎月一緒で

す。何年も変わらないのはなんでなのか考えて

みますと、毎月新しく入ってくる会員が読むた

めにこのページがあるのではないかと思いま

す。  

 さて、日本から３人目の国際ロータリー会長

が誕生します。田中作次ＲＩ会長エレクトは

2012－13年度についての抱負を12ページに語っ

ています。 

 氏はＲＩ会長に指名されたことに対し、「貧

しい家庭の出身で学もない私ですがほかの同じ

ような方々にもこのような可能性があるという

見本になればと思います」と語っておられま

す。 

  ここで、昨年度のＲの友２月号「視点:地区

ガバナー」のページで2770地区ガバナーが田中

作次ＲＩ会長エレクトの人柄について紹介して

ありましたので、読んでみます。 

 『田中氏は昭和14年(1939）年2月４日、新潟

県長岡市に生を受け、生家は農業を営み８人兄

弟の三男でした。尐年の頃から母の仕事を手伝

いながら、母の正直で人の役に立つことを進ん

で行う頑張り屋な人柄を学んだようです。青年

期は東京で苦学をし、専門の経営学校を卒業し

た後に紙の卸商を始め、全国の製紙業界のトッ

プ５社と直接取引し、卸売業界の圧倒的一番を

目指し、それを見事に実現しました。田中氏は

前向きで建設的な考えをもっております。36歳

で八潮ＲＣの創立会員となり、ロータリーで多

くの事を学びました。人に頼まれたらノーと言

わない、出来ない理由を探すよりできる方法を

探し、常に相手の立場に立って行動をしていま

す。ロータリーはボランティア精神を養い、他

の人々や社会の役に立つことによって私たちの

人生を素晴らしい方向に導いてくれる組織であ

ると述べています。』と載っています。 

＊届け出欠席  

 鳥越・北・村山・渕田・立山・延岡・丸尾・木村 

 岩井・山田・有村・友永・石原 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，山本 

本日の出席率 

会  員  数   67名   78.13% 

出 席 免 除 5名 2 / 3 例会出席率  78.13％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 0名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 78.13％ 



 次年度のＲＩ会長ですのでしっかり読んで

もらいたいと思っております。 

 26～27ページの「Ｅクラブが存在する理

由」「日本でＥクラブが本格始動」、2010年

国際ロータリーの規定審議会でＥクラブを常

設クラブとしてロータリーに組み入れること

が採択されましたが、日本ロータリーＥクラ

ブ2650の初代会長杉田博氏は、クラブには

ロータリー歴30年の会員もいますが、３年未

満の新人が28人、年齢は28歳～85歳で平均は

約53歳です。ロータリー歴は平均年数5.1年と

いう若い会員が多いクラブです。と、紹介し

ています。 

 皆さんはＥクラブの存在をどのように考え

ますか。私たちは、ロータリーが社会の多様

性に対応するため今後ますますいろんな策が

取られていくということを受け入れる必要が

あります。他にも２月号には紹介したいと思

う記事がたくさん載っています。紹介時間は

限られていますが、皆さんには最初から最後

までじっくりと全部読んでもらいたいと思い

ます。終わります。 

  

【プログラム委員会】 
 
          2720地区専任卓話 

          講師 伊久美寛志会員 
 
    人吉ＲＣの創立から今日まで 

  
 私は昭和８年生まれで数え

歳80歳になりました。北朝鮮

から終戦の翌年の昭和21年初

夏に引揚げてまいりました。

人吉西小学校、新制中学第１

期生として人吉二中を卒業

し、昭和25年に人吉高校に入学いたしまし

た。この年の6月25日朝鮮の38°線を北朝鮮軍

が突破し、戦争が始まりました。人吉高校を

卒業し、大坂の関西大学に入学、昭和32年3月

に卒業し人吉に帰り、家業の人吉電気工事に

入社し、今日に至っております。 

 実は、この昭和32年５月25日の人吉ＲＣ創

立総会の準備のため、街中の電柱に旗を取付

けていました。後でその旗がロータリークラ

ブという団体のものと知りました。その後私

が入会しましたのが12年後の昭和44年10月で

あります。 

 人吉ＲＣの創立から50年の歴史は50年史に

詳しく掲載されています。読んでいただきま

すとご理解出来ますので文字になっていない

ことと、私の知っていることをお話しいたし

ます。 

 人吉ＲＣの生みの親は、41年間在籍し、現

在名誉会員になっています高嶋康二氏の御尊

父高嶋昴三が、創立会長になりました神戸政

郎氏と３月下旪に人吉にＲＣの設立について

話し合ったのが端緒であると記録に残ってい

ます。高嶋昴三氏は、肥後相互銀行（現熊本

ファミリー銀行）の初代社長で人吉に自宅が

ありました。毎週末に帰宅していたそうで

す。熊本ＲＣには、その年の１月に入会して

いましたので早速、熊本ＲＣのＲＣ増強第１

号として人吉への橋渡し役となられたと推測

いたします。しかしその高嶋昴三氏は人吉Ｒ

Ｃ創立を見届けて、昭和32年11月に癌の病で

死去されました。 

 ３月からわずか２ヶ月後の５月25日に創立

総会を21名の会員で行なっています。その時

のメンバーは2011～12年の｢クラブ活動方針」

栞の13ページをご照覧下さい。 

 交通事情は、ＳＬが主力でしたがやっと昭

和34年にディーゼル準急「くまがわ」「えび

の」が新設されました。 

 道路につきましては詳しいことはわかりま

せんが、私が車の免許を昭和38年に取得いた

しました。国道３号線に出るには１つは国道

219号線を渡から球磨川左岸の肥薩線沿いに行

き、白石の手前から佐敷に出る方法と、もう

１つは白石から球磨川右岸に渡り川沿いに行

き八代市に出る道しかありませんでした。し

かも全線ほとんど舗装なんてありません。創

立当時は佐敷から入る道だけではなかったか

と思っています。 

通信事情は、電話は交換手を通す方法でし

た。市内はすぐ通じましたが、市外の場合は

受話器を戻して、呼び出しがあるまで待機し

なければなりませんでした。 

 いまでは普通のように行ったり来たり、あ

るいは携帯電話、ファックス等で意志の伝達

がスムーズに出来ていますが、当時の創立メ

ンバーの２１名の方々の御苦労を思うと察し

て余り有ります。その中でも最初に人吉ＲＣ

創立に御尽力をいただき、チャーターナイト

にも御出席出来ずに他界された故高嶋昴三様

の御冥福を心からお祈りいたしまして、私の

卓話を終わらせていただきます。 

 

【地区委員会】 

 国際ロータリー第2720地区  

 2012-2013年度 地区チーム研修セミナー報告 

   2012年2月10日(金)大分ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 

          次期会員増強拡大部門長 

               中川貴夫会員 

 地区チーム研修セミナーが、2月10日（金）

大分にて開催され、参加してまいりました。 

 岡村ガバナーエレクトより、2012米国サン

ディエゴで開催された国際協議会の事を発表



されました。 

 まず、ＲＩ会長は、日本人で３人目の田中

作次さんです。田中作次ＲＩ会長エレクトの

2012-2013年度国際ロータリーテーマは、「奉

仕を通じて平和を」というテーマ―を発表し

全世界532人の次期ガバナーに熱く語りかけら

れたそうです。 

  先々週、宮原会長より報告があったと思い

ますが、私は、地区の会員増強・拡大部門の

部門長として人吉ＲＣ理事会より推薦を戴き

出向させて戴く事となりました。人吉ＲＣに

入会させて戴き、暦年数もまだ16年と７カ月

しかなくロータリーについてもまだまだです

が、勉強と思い、また、人吉ＲＣが熊本県内

２番目に出来たクラブで創立55年目を迎え出

向されるメンバーも尐ないとの思いもあり、

承諾致した次第です。 

 他のクラブでは、３年から５年の在籍で多

くのメンバーが出向されています。人吉ＲＣ

からも若いロータリアンに出向して戴きたい

と思います。 

 お陰さまで、人吉には素晴らしい先輩方が

沢山在籍され、大平ガバナーを輩出されたク

ラブでもあり、色々とアドバイスをして戴き

ますので先輩達がいらっしゃる間に出向を考

えて下さい。 

 まず、私の委員会は後回しに致しまして、

山賀会長エレクト年度の重要な報告をさせて

戴きます。まず、山賀会長エレクトが勉強さ

れます、会長エレクトセミナーが、３月17日

(土)、18日(日)別府大学大分キャンパスにて

開催されます。そして、次年度理事になられ

ました委員長さんの義務出席の地区協議会

が、４月14日(土)別府大学大分キャンパスに

て開催されます。手帳に書き込みをお願い致

します。それから、ガバナー公式訪問を10月

までに終了したいとの岡村ガバナーエレクト

の希望がありクラブをまとめて訪問の意向が

ありました。これは、多良木の那須ガバナー

補佐の仕事ですが、人吉ロータリークラブの

方針をしっかり立てて「卖独でしたい」とい

う事であればその旨をガバナー補佐へ伝えて

下さい。「クラブ優先で考えます。」と岡村

ガバナーエレクトは言われていますので、山

賀会長エレクト早急に検討をお願い致しま

す。まだ、ガバナー事務所より連絡が来てな

いと思いますので知り得た情報を早くお知ら

せしておきます。 

 それでは、私の地区出向の話をさせて戴き

ます。私は、地区会員増強セミナーを開催し

なくてはなりません。今までは７月か８月に

開催されておりました会員増強セミナーは、

本来４月か５月に開催するのが決まりだそう

です。それで、岡村ガバナーエレクトは、５

月に開催して欲しいとの事で現在調整を行っ

ております。山賀会長エレクト・幹事・会員

の皆様にはご協力を戴くことになりますので

どうぞ支援戴きますようにお願い致します。

尚、開催場所は、大分にて開催いたしますの

で大分中央ＲＣさんが協力して戴きますが、

参加動員をお願い致します。 

 それから、明日より台北稻江ＲＣに30名の

会員の方々が調印式に行かれますが、私は宮

原年度の地区クラブリーダーシップ委員会に

出向させて戴いており、地区研修会日程が重

なってしまいましたので宮原会長に相談した

ところ「研修会に参加して下さい。」との事

で、熊本菊单ホテルにて一泊二日で缶詰めの

研修に参加してまいります。学んだことは、

後日、皆様にフィードバック致しますのでよ

ろしくお願い致します。また、ロータリー情

報委員会の新入会員セミナーも後日連絡し実

行致します。 

 以上、報告・連絡事項を終わります。あり

がとうございました。 

1968-1969年度ＲＩ会長 東ヶ崎潔氏 

   東京ＲＣ    （とうがさき きよし） 

1982-1983年度ＲＩ会長 向笠廣次氏 

   大分中津ＲＣ  （むかさ ひろじ） 

2012-2013年度ＲＩ会長 田中作次氏 

   埼玉八潮ＲＣ   （たなか さくじ） 

 

【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・伊久美寛志会員 卓話をさせていただきま 

  した。              2,000 

・釜田元嘉会員 ①市制70周年に於いて“柔 

 道の部”で表彰されました。②Ｒ財団認証 

 ピンの贈呈を受けました。     2,000 

・赤池利光会員 一昨日(15日)人吉中央ＲＣ 

 創立24周年記念例会にクラブ創立時と大平 

 ガバナー輩出時の思い出を、との要請があ 

 りましたので眞実を素直に卓話して来まし 

 た。               2,000 

・葉山稔洋会員 ①人吉で１番おいしい万十 

 の店いわみ万十から表彰頂き、どうぎゃん 

 に掲載されました。（まだまだ成長してお 

 ります)②本日のプログラムで中島パスト会 

 長、伊久美パスト会長には無理矢理に時間 

 の調整をお願いし大変お世話になりました. 

                 2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード2/17 合計8,000 

【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 

・和田栄司会員 釜田パスト会長、伊久美パ 

 スト会長、マルチプル･ポール・ハリス・ 

 フェロー受賞おめでとうございます。＄30 
       
     点 鐘  宮原和広会長 


