
  
    宮原和広会長 
 

 本日は国際ロータリー創立記

念例会です。２月23日の週の例

会を国際ロータリー創立記念例

会と呼ばれています。後程、

ロータリー情報委員会の小林清

市委員よりＲＩ創立記念卓話をして戴きます

ので宜しくお願い致します。 

 嬉しいお知らせがあります。中村太郎新入

会員の入会式を本日執り行います。年度当

初、会員66名でスタートしましたが本日を

もって68名になります。 

 また、中川会員、中島会員、和田会員の３

名に、2012-2013年度の地区委員会委嘱状が届

いておりますので、山賀会長エレクトより委

嘱状伝達式があります。ご活躍を祈念申し上

げます。 

 ２月18日、19日、20日と稻江ロータリーク

ラブの25周年式典と第３次調印式に行ってき

ました。会員22名、ご夫人６名、事務局１名

の総勢29名の方々の参加を戴き、無事役目を

果たす事が出来、感謝申し上げます。 

 初日、６時集合でしたが、前日の天気予報

で雪のマークがついていましたので道路状況

が非常に気になりましたが、予定通り出発す

ることができ安堵致しました。坂本を過ぎた

付近からすごい雪模様となり、まわりが一瞬
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にして銀世界に変わりました。無事に福岡空港

に到着し、後は予定どおりに台北へ出発致しま

した。台北空港には稻江ロータリークラブ許会

長始め約10名の会員さんがお見えになっていて

大歓迎を受けました。18時より稻江ロータリー

クラブによる前夜祭に参加致しました。そこに

は埼玉県の上尾ロータリークラブの会員さん28

名も出席されていました。 

 次の日はゴルフ組と観光組に分かれて行動を

しました。15時まで有意義に過ごし、18時に25

周年記念式典会場へと向かいました。私の緊張

は最高潮に達しましたが、私の心境とは裏腹

に、私の席から参加戴きました28名の楽しそう

なお顔が目に入り、逆に勇気付けられました。

何とか会長としての祝辞、調印式も無事終わり

責務を果たすことができ、皆様に感謝申し上げ

ます。祝賀会のあとは稻江ロータリークラブ会

員さんよりカラオケの接待を受け、楽しく過ご

しました。最終日は14時まで故宮博物館を見学

し、その後空港へと向かいました。 

 本当に稻江ロータリークラブの至れり尽くせ

りの歓迎には敬服致しました。感謝申し上げま

す。人吉に着いたのは夜遅く24時を回っていま

した。参加された皆様、お疲れ様でした。あり

がとうございました。詳しい報告は山田委員長

よりございましすので楽しみにして下さい。 
       

   馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①2720地区岡村泰岳ガバナーエレクトより 

・2012-2013年度ペッツ･地区協議会の案内 

 ペッツ；3/17(土)18(日)の2日間 別府大学 

 地区協議会；4/14(土) 別府大学 

   出席義務；次年度の会長・幹事 

   各部門委員長・地区委員長委員 

・地区委員長、委員と次年度会長・幹事の顔 

  ２月 世界理解月間 
 
 国際ロータリー創立記念例会 
 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場SAA委員長 
            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「我等の生業」 
 
司会・進行  葉山プログラム委員長 



 写真送付のお願い 

・次年度資料作成の為のおたずね文書  

・次年度2720地区委員･委員長３名の委嘱状 

 伝達のお願い 

・中川会員へ地区研修セミナーお礼状と写真 

②2720地区本田光曠ガバナー・山田米山奨学委 

 員長より、米山奨学生・世話クラブカウンセ 

 ラー他についてのお願い文書→次年度へ 

③人吉市青少年育成市民会議より 

 「有害図書等環境調査」実施 

  ３月12日(月)15時～市役所別館201 

  →新世代戸高副委員長へ 

【例会取止め】 

熊本西南RC3/29→例会取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

熊本江南RC3/28→ 〃      〃 

【回覧】   

 八代ＲＣ 台北稻江RC25周年式典誌 

【配布物】 

 台北稻江RCからのお土産 人吉RC2/10会報 

 
 
【次年度地区出向】   

  

 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2720地区  

  委嘱状伝達式  

   

 

  中島博之会員へ 

   米山記念奨学会学

友委員会副委員長 

   ポリオプラス資金推進委員会委員 

  和田栄司会員へ 

   未来の夢計画推進・国際奉仕委員会委員 

  中川貴夫会員へ 

   会員増強・拡大部会リーダー 

 山賀勝彦会長エレクトより伝達されました。 
 

 

     ～ 入会式 ～ 

     中村太郎会員 
 
新会員紹介   紹介者(推薦人)尾上暢浩会員 

 先ず、会員の皆様に中村会員の御承認を頂き

ありがとうございました。 

 先日は高山Ｒ情報委員長より中村会員と一緒

に私も入会前のオリエンテーションをみっちり

と受け、初心を思い出した次第です。 

 中村太郎会員は昭和41年生まれ、45歳。国立

都城高専を卒業。現在、(有)中村商店の代表取

締役をされています。幼い頃一緒に習字を習っ

た仲で、その頃は今の半分ぐらいの大きさでし

たが、我家の米を食べすぎたせいか大きく成長

されたようです。 

 皆様、中村会員をどうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

 

バッヂの贈呈 

 
  
歓迎の言葉          宮原和広会長 

 中村会員ご入会おめでとうございます。会員

一同心より歓迎致します。中村さんは会員候補

として推薦され、当クラブ細則第11条に基づき

諸手続きを行い、理事会に於いて入会を承認さ

れました。そして、2月21日、高山征治Ｒ情報

委員長よりロータリーについてみっちりオリエ

ンテーションを受けられましたので会員として

の心得もできたと思います。一日も早くロータ

リークラブに溶け込んで戴くことを希望しま

す。本日は誠におめでとうございます。 
 
ロータリー情報委員会   浦田繁喜副委員長 

 ロータリー情報委員会は新入会員がクラブに

溶け込めるように援助する会員を指名すること

になっております。中村太郎会員の推薦人であ

ります尾上暢浩会員にお願いすることにしま

す。しばらくはＳＡＡの方に尾上会員と同席に

して頂き、いろいろ教えてもらうと良いと思い

ます。 
 
所属委員会の発表       馴田信治幹事 

 中村太郎さんご入会おめでとうございます。

中村会員の所属委員会は、クラブ運営委員会は

「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会は推薦者

の尾上会員と同じ「地域発展委員会」に所属し

て頂くことに致します。以上ご報告します。 
 
入会者挨拶          中村太郎会員 

 尾上さんの推薦を頂き、そして

皆様の御承認を受けまして、先日

高山委員長よりロータリーについ

てご教授頂きました。 

 私は米穀集荷販売、農産物検査

業務を行っております(有)中村商店の代表取締

役、そして今年１月から下原田で農業生産法人

Ｏ－ＥＴＳＵ食品工業㈱の代表取締役を兼任し

ております。 

（職歴及び家族紹介）本日より諸先輩方のご指

導を受け、早く一人前の人吉ロータリークラブ

の一員になれるよう一生懸命活動させて頂きた

いと思います。宜しくお願い致します。 

 本日はありがとうございます。 
 
    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会  員  数   68名   80.00% 

出 席 免 除 5名 2 / 10例会出席率  68.75％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 19名 

出 席 者 数 42名 修 正 出 席 率 96.92％ 



 
 

【国際奉仕委員会】 
 
 台北稲江ＲＣ第３次姉妹締結調印式報告 
 
             山田仁法委員長 

 ２月18日(土)～20日(月)に訪台し、台北稲

江ＲＣと第３次姉妹締結調印を滞り無く済ま

せて参りました。参加者は会員夫人・事務局

を含め29名です。出発直前の最終打合せ、準

備など私事で協力できず、会長・事務局に迷

惑をおかけしました。 

 一日目18日（土）早朝６時の出発。とても

寒い朝にもかかわらず、武末先生ご夫妻にお

見送りをしていただきました。ありがとうご

ざいました。 

 空港に行く途中雪が降り始め、また路面に

積雪もあり、一抹の不安を感じましたが、定

刻通りに空港に到着、出国手続きも完了。免

税店でのショッピングを楽しまれた方もおら

れたようです。機内は暖房が効いていないよ

うで寒さを感じました。到着・入国審査完

了。到着ロビーには台北稲江ＲＣの許 汝中会

長・湯 瑞松幹事・頼 建明国際奉仕委員長・

李 慶賢人吉組主任・日本語が堪能で人吉ＲＣ

が通訳でお世話になっている石 鴻隆パスト会

長・頼 聖訓パスト会長（人吉ＲＣ担当）を始

め、多くの会員のお出迎いを受けました。ホ

テルに着くまで、頼 パスト会長より台湾（中

華民国）の歴史・政治・経済情勢について詳

しく説明を受けました。昼食は圓山大飯店の

中の見晴しの良いレストランで、着席するや

否や歓迎の乾杯の連続。美味しい中華料理を

満喫した後、ホテルへ直行。小休止のあと台

北稲江ＲＣ主催の歓迎前夜祭会場へ。姉妹ク

ラブ上尾西ＲＣの28名と稲江ＲＣの会員とご

夫人も参加され、緊張感もありましたが和気

藹々とした雰囲気の中に前夜祭が始まりまし

た。各クラブ会長の挨

拶、記念品の交換、肥

後象嵌の説明、そして

乾杯。許 会長をはじ

め幹部が各テーブルを

挨拶廻り、その後余興

のカラオケが始まりました。各テーブル２名

づつの出場を伝えられ、我がクラブからは和

田パスト会長・平田会員が出場。平田会員の

手振り足振り全身をくまなく使っての熱唱に

拍手喝采。浅野会員も稲江ＲＣのメンバーと

一緒に歌われました。大盛況のうちに前夜祭

も終了。 

 二日目 19日（日）小雨、ゴルフ組は早朝

5：30にホテルを出発し、45km離れた桃園ゴル

フ場へ。観光組は8：10予定を少々遅れて２台

のバスに分乗し、近年台湾で観光スポットの

金瓜石（きんかせき）・九份（きゅうふん）

地方（今は採掘されていない金鉱山の跡）へ

出発。雨は降り続けており、バスの中で「日

頃の行いが悪かで、雨の降っとたい。ゴルフ

はでくっとじゃろか？」との発言。他の皆は

「うん、うん」と相槌。ゴルフ組も同じよう

なこと言っておったのでは？（天気は良かっ

たそうです。すみません）  

 基隆から10kmの山間にある九份は山を背後

に海に面した山肌にへばりつくように、お寺

やレトロ調の住宅・店舗が狭い急な道を挟ん

で数多く立ち並んでいます。車は信号に従っ

ての交互通行です。もともと九戸しかなかっ

た集落で交通が不便なため生活用品を補充す

るときは、毎回９セット買うことから九份と

名前が付いたとのこと。なぜ９セットかは聞

き忘れました。この狭い道は日曜は専用のバ

スか乗用車しか通れないそうですが、特別な

計らい（稲江RCの会員の中に警察署長と知り

合いの会員がいるとか）でマイクロバスで展

望台迄登り、そこからの眺望を楽しみまし

た。とても景色も見晴らしも良く、晴天でな

かったのが残念でした。九份金鉱博物館への

下り坂はとても狭く、脱輪したら下の下まで

転がり落ちるのではと思うくらいの所をハン

ドルを何度も切り返して到着しました。坑内

には入りませんでしたが、当時の建物・機械

類・４連宿舎・昭和天皇が一度も宿泊したこ

とがないと言われた別荘などを見学しまし

た。その後、市内にある頼 建明国際奉仕委員

長の別荘（マンション）の１階の昼食会場

「十勝川」に迎いました。ここでも中華料

理、そして乾杯。その後ホテルで休憩。 

 調印式会場は、高層ビルが立ち並ぶ一画に

ある台北W飯店の８階で執り行われました。会

場内は天井は高くとても洗練されたデザイン

でした。ステージの前に台北市内及び姉妹ク

ラブの会長が22名一直線に着座されておら

れ、その中には女性会長も居られました。そ

の前に各クラブ会員が円卓に着座、参加者は

400名を越えているのではと感じました。私達

のテーブルには同時通訳用のレシーバーが置

＊届け出欠席  

 渕田・石原・井手・山口・有馬・塚本・高山・岩本泰 

 片岡啓・北・外山 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，山本 

＊メークアップ 

 地区指導者育成セミナー；中川 

 多良木ＲＣ；立山 

 台北稻江ＲＣ；片岡啓・宮原・宮山・大賀・友永・村山 

       鳥井・山賀・伊久美・山田・井手・平田 

       青木・浅野・有村・岩井・小林祐 



いてあり着用をすすめられました。壇上で通

訳者が通訳すると時間が掛かり過ぎるとの配

慮で準備されたものです。点鐘・ロータリー

ソングの斉唱は記憶に無いんです（少し遅れ

て入場したかもしれません）が、その後 参

加者全員の紹介、許 会長の挨拶、ガバナー、

来賓、姉妹クラブ会長の祝辞。宮原会長は言

葉もはっきりと落ち着いて挨拶されました。

地元の会員の皆様には、中国語に翻訳され印

刷されたプログラムを見ながら、宮原会長の

挨拶を聞いていました。 

 来賓の方々の挨拶が終わるといよいよ調印

式です。壇上に机が並べられ、机上には両国

の国旗も準備されました。調印書にはすでに

宮原会長・浅野副幹事・私の名前も印刷され

ており印鑑を押印するだけです。持参した印

鑑を出そうとしたら、机の上に茶色の箱が置

いてありました。担当の方が開けるように言

われたので開けてみると、龍の飾りが彫って

ある縦10㎝底辺3㎝位の透明度の高い大理石だ

ろうと思われる印鑑でした。その印鑑を押印

し、会場の皆様に呈示。拍手の中を握手して

無事終了。あっという間の調印式でした。そ

の後、創立25周年を祝って壇上にケーキが置

かれました。そして歴代会長の名前が呼ばれ

登壇し、火の付いたローソクを立てられまし

た。パスト会長全員が立て終わると、許 会長

とご夫人が一気に吹き消されました。その

後、湯 瑞松幹事の報告、童 慈民次年度会長

（友好クラブ締結準備等にお世話になった童

先生のご子息）の閉会の挨拶、許 会長の点鐘

で終了。それから稲江RCが準備した宿泊ホテ

ル近くのカラオケへ直行。最初は李 国際奉仕

委員長一人で接待されていましたが、その後

続々と稲江RC会員・ご夫人も来られ、２ＲＣ

の歌合戦さながら、そのうち興に乗ってダン

スも始まり大盛況。楽しくそして和気藹々の

うちに終わりました。 

 三日目20日（月）9：00 ホテルをあとにし

て、故宮博物院に向かいました。日程では午

前中は自由行動でしたが、頼 聖訓パスト会長

と打合せ、そして会員の皆様に提案・同意の

もと変更しました。博物院には近年中国大陸

からの観光客が多くなったそうで、有名な展

示品を見るまで20～30分待たなければならな

いとのことでした。入館してみるとまったく

その通りでした。時間の都合で12：00に博物

院を後にして台北最後の食事場所となる台北

駅前の飯店へ。 

 ３日間の訪台でしたが、慣れ親しんだ稲江

ＲＣの皆様と別れると思うと、寂しさがこみ

上げてきました。食事終了後お見送りを受け

て別れました。私自身 頼 聖訓パスト会長と

別れの言葉を交わすとき涙が出ました。頼 様

も同様でした。この度の日程が何事も無くス

ムーズに進められたのは、頼 聖訓パスト会長

のお陰と深く感謝しています。 

 頼 聖訓パスト会長は10月に訪日して、鹿児

島から北海道まで列車の旅を予定されている

とのことでした。その時には是非人吉に立ち

寄って下さいと伝えました。 

 この度の訪台に際し、高嶋名誉会員、平井

パスト会長よりお餞別を頂き、また、武末パ

スト会長とご夫人には暗い早朝から差入れと

お見送りをして頂きました。本当にありがと

うございました。 

 そして最後に、お忙しい中調印式に参加さ

れた会員・ご夫人の皆様にお礼申し上げま

す。 

 ≪寄付の申し出≫ 
 
  
 山田仁法会員より、亡

母会葬お礼として、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご

寄付がありました。 

  

 

【Ｒ情報委員会】 

     ＲＩ創立記念日によせて 

              小林清市委員 

 ２月23日のＲＩ創立記念日

に因んで卓話をせよとの高山

委員長に指示されました。皆

さんご存知のように1905年シ

カゴロータリークラブの発足

がロータリーの始まりです

が、当時の事については多くの文献にありま

すので、そちらの方を精読下さい。 

 本日は、ロータリー奉仕活動の特別プログ

ラムの重要な項目の一つであるポリオ撲滅に

関するお話をしようと準備していましたが、



時間が押しているようですので急きょ内容を

変更して、ポリオ撲滅に欠かせないワクチン

に絞って話をしてみます。その前にＲＩのポ

リオ対策の流れをごく簡単にお話して置きま

す。 

 ＲＩによるポリオ撲滅の第一歩は、1979年

フイリピンでの３カ月～36カ月の子供約600万

人に対して、５カ年計画のポリオ免疫活動で

す。その後、「ポリオ・プラス」に発展し、

2002年にはＲＩ100周年に向けての新たな「ポ

リオ撲滅キャンペーン」が展開され、2005年

２月までにポリオ撲滅を図ろうする計画でし

た。この時点で、ポリオは99％撲滅したとも

言われましたが、残りの１％は紛争地帯やへ

き地などワクチンを投与するのに困難な地域

が多く、これまで以上の多くの資金が必要と

されました。そして、現在ポリオとの闘いを

終了せんと、第４ステージに突入していま

す。ＲＩは2007年11月26日ビル・アンド・メ

リンダ・ゲイツ財団と協同して世界ポリオ撲

滅に必要とされる２億米ドルを投入。2009年

１月、同財団はさらに２億5500万米ドルを寄

付し、ＲＩがこれを受けて2012年までに、さ

らに１億米ドル、2007年11月にスタートした

ものと合わせて、２億米ドルの資金集めを表

明して、最終ステージに立ち向かっていると

ころです。 

 ここからはポリオワクチンに関する話で

す。ポリオウィルスは、１、２、３型株と３

種のウィルスがありますが、ワクチン投与の

普及によって、２型株は根絶したとされる。

現在、ポリオ流行は１，３型株の常在国（主

に１型）であるインド、パキスタン、アフガ

ニスタン、ナイジェリア等のごく限られた

国々で流行が持続しています。また、ワクチ

ン接種率の低下した地域での再流行が経験さ

れており、世界根絶が達成されるまではワク

チン接種の継続が必要です。この野生株によ

るポリオ麻痺発症が根絶された時には、ワク

チン株由来のポリオ麻痺（VAPP）という重大

な問題が残されます。 

 ポリオワクチンの開発は米国で成されまし

た。米国を始めとする先進国でポリオが流行

するようになったのは19世紀末以降です。ポ

リオウィルスは古代から病原体として存在し

ていたのですが、それまで大流行しなかった

のは当時の衛生環境がよくなかったことが背

景にあったようです。つまり、ほとんどの人

が母親からの受動免疫で守られている乳児期

に自然感染することで免疫を獲得していたと

考えられるからです。皮肉なことに19世紀後

半以降の衛生状態の改善が乳児期での感染機

会を激減させ、免疫獲得しないうちに感染、

発症するケースが激増していったと云うわけ

です。そして、ポリオは20世紀の「新しい」

感染症となっていくのです。感染した場合、

率は低いのですが、手足や呼吸筋の麻痺とい

う重篤な結果を招くため、人々に恐れられる

ようになったのです。当時の感染症対策のあ

りとあらゆる手段、方法を持ってしてもポリ

オの流行を防ぐことが出来ず、流行の度にパ

ニックと成っていました。1950年代初めの米

国での調査で、ポリオの恐ろしさは原爆に次

いで2位にランクされたほどでした。 

 米国民を恐れさせたポリオに対する闘いの

先頭に立ったのが第32代大統領フランクリ

ン・ルーズベルトでした。彼自身、1921年、

39歳でポリオに罹患し（ギラン・バレー症候

群だったという説もある）、車椅子生活を余

儀なくされていました。1927年、ジョージア

州の温泉施設にポリオ患者のためのリハビリ

施設を設立し、この施設の活動資金調達のた

めの財団を設立しています。同僚弁護士のバ

シル・オコーナーにその運営を依頼。この財

団はやがて「全米小児麻痺研究基金」へと発

展し、1932年ルーズベルトが大統領に就任

後、ポリオ患者支援及び研究推進のため寄付

金集めに一層突き進むことになった。責任者

のオコーナーは、「広く浅く」寄付を募る作

戦を立て国民に対して「ポリオ研究を推進す

るために、ホワイトハウスに10セント硬貨を

送ってください」と訴えた。この募金活動は

10セント硬貨の別名にあやかって「マーチ・

オブ・ダイムズ」と呼ばれることになり、や

がて全米的国民運動へと発展していきまし

た。1938年、ラジオ広告の呼びかけのあと、

わずか数日で募金入りの手紙は268万通に達し

たといわれています。ルーズベルトは、いわ

ばその顔としての役割を充分担った訳で、彼

の死後、その肖像が刻まれる対象としてダイ

ムほどふさわしい硬貨は無かった訳です。こ

うして集まった巨額の募金がポリオ研究の原

動力となったことは言うまでもありません。

そして、オコーナーが最も力を入れたのがワ

クチン開発でした。しかし、当時ワクチンの

実用化のめどはなかなか立ちませんでした。  

 当時、ポリオワクチン研究の主流はアル

バート・セイビンらの研究者たちでしたが、

病原性の無いウィルス株の樹立を目指し、弱

毒生ワクチンの開発に手間取っていました。

ピッツバーグ大学教授ジョーナス・ソークが

めざした不活化ワクチンは「異端視」されて

いました。そうこうしているうちに、1952年

米国でポリオ患者５万8000人（うち死者3100

人、麻痺患者２万1000人）と史上最悪の大流

行に見舞われた。ワクチンの実用化は喫緊の



課題でした。 

 1954年、オコーナーの肩入れが強かった、

ソークが開発した不活化ワクチンの接種が180

万人の児童に実施され、80～90％の感染防止

効果が確認されたと報告された。一部、カー

ター社によるワクチン禍もあったが、「マー

チ・ド・ダイムズ」はソークの不活化ワクチ

ン（IPV）の成功によって、セイビンの傾向ポ

リオ生ワクチン（OPV）の大規模試験には消極

的となった。1956年、セイビンにとって「渡

りに船」となったのがソ連でした。ソ連は

1500万人に及ぶセイビンのOPVで大規模試験で

効率のよい感染防止効果が得られ、ソ連のプ

ロパガンダも兼ねてセイビン株を諸外国に提

供したため、OPVは1960年代初めまでに急速に

世界中に普及することになった。結局、1961

年、米国でもOPVが認可され、ポリオ生ワクチ

ンが主流となり、1979年野生株による麻痺例

は根絶されることになった。日本でも1981年

以降、国内は感染根絶。以後、毎年6～8例発

生する麻痺例は病原性獲得の OPV変異株

（VAPP）が原因という時代になっていきま

す。麻痺例はすべてVAPPという時代が20年く

らい続いた後の1999年、米国はつにOPVの使用

禁止に踏み切り、ワクチンはIPVのみと決定を

下した（2000年に使用中止した）。ニッポン

では野生株による麻痺例が発生したのは1980

年が最後ですが、米国と違って、ニッポンで

はいまだにOPV中止のめどが立っていません。

先進国では日本のみOPVを使用しています。こ

の日本ではOPV接種を年間約110万人受ける

が、2001年度から10年間で計15人のポリオ痺

例が認定されています。ポリオを防ぐための

ワクチンでポリオになるという摩訶不思議な

ことが、日本では起こっているのです。予防

接種を行う側、行政や医療者の視点と予防接

種を受ける側の視点があります。接種する側

には100万分の１だが、接種を受ける側からす

ればワクチンでポリオになるか、ならないか

の二つに一つのリスクという視点です。日本

政府の怠慢が指摘されています。日本でも極

力早期のIPVの導入が待たれます。 

 以上、まとまりの悪い話になりましたが、

私の話を終わります。友人であるボストン在

住の李啓充先生との談話、原稿を参考にさせ

ていただきました。 

【ニコニコ箱委員会】  岩本光義副委員長 

・堤脩会員 中村太郎会員、入会おめでとう 

 ございます。父上の守男さんは同級生で 

 す。               2,000 

・赤池利光会員 中村太郎君の入会大歓迎で 

 す。中村太郎君の第一中学卒業式では大き 

 くはばたけと、ＰＴＡ会長祝辞しました。 

                  2,000 

・渡辺洋文会員 中村会員ご入会おめでとう 

 ございます。よろしくお願いします。2,000 

・原田知一郎会員 中村太郎君の入会を心よ 

 り歓迎いたします。ロータリーを一緒に楽 

 しみましょう。東小学校の同級生なのでニ 

 コニコします。ＰＳ．少しヤセましたか？ 

                  2,000 

・馬場貞至会員 中村太郎さんの入会を心よ 

 りお喜び申し上げます。自宅が近所で息子 

 さんが同級生ということでよく知っており 

 ました。ロータリーを楽しんで下さい。 

                  1,000 

・鳥井正徳会員 中村太郎さんの入会を心か 

 ら喜び申し上げます。お父様とは同級生で 

 特にゴルフではお世話になっています。よ 

 ろしくお願いいたします。     1,000 

・①中川貴夫会員 中村新会員の入会おめで 

 とうございます。一緒に頑張りましょう。 

                  1,000 

・②中川貴夫会員 別会議がありますので、 

 早退させて戴きます。明日は熊本にて地区 

 研修リーダー委員会に出席してまいりま 

 す。               1,000 

・葉山稔洋会員 小林会員には卓話をお願い 

 しておきながら充分な時間が取れず大変ご 

 迷惑をお掛けしました。☆中村君の入会お 

 めでとうございます。       1,000 

・山田仁法会員 会員の皆様のお協力のお陰 

 で無事台北稻江ＲＣとの第３次姉妹締結調 

 印を終えて参りました。参加された会員、 

 ご夫人に感謝申し上げます。また、準備か 

 ら調印式迄色々と世話になった緒方事務局 

 にもお礼申し上げます。      3,000 

・尾上暢浩会員 中村太郎さんの入会を承認 

 していただきありがとうございます。一緒 

 に頑張っていきます。御指導よろしくお願 

 い致します。           3,000 

・友永和宏会員 早退します。    2,000 

・宮山惇会員 早退します。宜しく。 1,000 

・有村隆徳会員 早退します。    1,000 

・丸尾孜会員 会議の為早退します。 1,000 

・ＲＩ創立記念全員スマイル      54,000 

 ニコニコ･ごめんねカード2/24 合計78,000 
 
【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 

・中島博之会員 耳からうろこ… みなさ 

 ん、耳の掃除はしてますか？年よりの勝手 

 耳ではありませんでした。耳垢のたまり過 

 ぎで聞こえが悪かっただけでした。 ＄200 

・宮原和広会員 中村会員、入会おめでとう 

 ございます。稻江ＲＣの式典、調印式に参 

 加戴きました会員の皆様、ありがとうござ 

 いました。            ＄30 

      点 鐘  宮原和広会長 


