
  
     宮原和広会長 
 

  本日は芦北ロータリークラブより創立40周年記

念式典のご案内に川尻会員と岩永会員が来訪され

ていますので、後程ご案内の程宜しくお願い致し

ます。先日、会員さんに式典の案内をＦＡＸして

おりますので是非多数の参加をお願い致します。 

 周年行事の多い年と少ない年があるようです

が、3月31日(土)私の年度初めての周年行事、肥後

大津ＲＣ創立40周年記念式典へ赤池会員と一緒に

出席を致しました。 

 肥後大津ロータリークラブは合志会長を初め会

員17名のクラブです。熊本南ロータリークラブを

スポンサークラブとして1972年(昭和47年)6月27日

に創立され、今年40周年を迎えられました。式典

は、会長式辞、来賓挨拶と進み「肥後大津ロータ

リークラブの40年の歩み）というDVDが放映され、

行政・ライオンズクラブ・地域の団体等と一体と

なり奉仕活動を展開されている様子は印象に残り

ました。また、ＤＶＤの中に、大津高校１年生314

人が台湾修学旅行で日台の青少年国際交流を行

い、大きな成果を上げた様子が有りました。ここ

にも大津ロータリークラブが関与されていて、

びっくりしたのが壽崎パストガバナーがこの件に

貢献されていたということでした。式典には熊本6

分区より芦北ロータリークラブから矢野会長、次

年度立道幹事、人吉中央ロータリークラブから赤

山武興ガバナーノミニー、坂口会長が参加されて

通  算  2 6 9 9回 

2 0 1 2 年 4 月 6 日 

第 36 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 尾上暢浩副委員長 

いました。当クラブの赤池会員、参加ありがとうご

ざいました。大変お疲れ様でした。 

 先週、3月30日(金)ロータリー情報委員会による

入会3年未満の親睦と情報交換が二代目で開催され

ました。ロータリー情報委員会の高山委員長、中川

委員、和田委員、山賀会長エレクト、馴田幹事、尾

方会員組織増強委員長、そして3年未満の片岡忠雄

会員、青木会員、渕田会員、中村会員、そして私を

入れた10人の参加で行われ、担当の中川委員のも

と、中身の濃い勉強会が行われました。その後懇談

会に移りましたが、私自身にも大変勉強になった充

実した時間でした。ロータリー情報委員会に感謝申

し上げます。 

 さて、4月はロータリーの雑誌月間となっていま

す。「THE ROTARIAN」及びロータリー地域雑誌

（ロータリーの友など)の購読と活用促進に役立つ

プログラムを行う月間となっています。雑誌に対す

る会員の認識を深め、それによってロータリー情報

の普及を図ることを目的としています。｢ロータ

リーの友｣はロータリアンについての情報誌です。

世界や日本におけるロータリーの状況やロータリー

活動について、日本全国のロータリアンが情報や思

いを共有できるよう編集されています。｢ロータ

リーの友｣はロータリアンの公開討論の場です。

ロータリアンとしての意見の回答や経験談、職業上

の知識などを掲載して、ロータリアン同志が堂々と

議論し、交流を図る公開討論の場を提供しているの

です。 

 先日、鳥井雑誌委員長より｢ロータリーの友｣紹介

の今後のやり方について説明があり、｢ロータリー

の友｣を熟読して戴くための新しい試みを実行され

ました。｢ロータリーの友｣を読むことが義務付けさ

れていますので、皆さん｢ロータリーの友｣を是非熟

読してロータリーの見聞を広げてください。 

 
 
       馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①第2720地区本田光曠ガバナーより 

 ・東日本大震災「ロータリー希望の風奨学生につ 

  いて」 

  ４月 雑 誌 月 間 

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

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行    葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   宮原和広会長 
          
        芦北ロータリークラブ  

         直前ガバナー補佐 川尻成美会員 

                 岩永好武会員  



 ・第2520地区岩手県山田ＲＣより｢やまだの作文｣ 

 ・麻薬・覚醒剤用防止センターからのニュースレ 

  ター 

②米山梅吉記念館理事長渡辺脩助氏より春季例祭の 

 案内 片岡米山委員長へ 

   日 時：24年4月28日(土)14時～ 

   場 所：米山梅吉記念館ホール(静岡） 

③ロータリーの友地区委員石井昭男氏より雑誌委員 

 会へのアンケート 鳥井雑誌委員長へ 

④地区研修リーダー山崎勝氏より『ＪＲ九州の社員 

 研修に学ぶ』参加案内 

⑤熊本第６分区次年度ガバナー補佐那須弘文氏より 

 2012-2013年度公式訪問スケジュール最終確認の文 

 書 次年度へ 

⑥永江浩会員転勤の為退会届が出ております。 

 

【4月6日定例理事会報告事項】  

○永江浩会員の退会届けの件→ 承認 

○次年度赤山武興ガバナー年度地区副幹事に   

 延岡研一会員→ 承認 

○人吉お城まつり協賛金お願いの件→ 承認 

○カルチャーパレス自主文化事業.人間国宝「六代  

 山勢松韻(やませしょういん)」人吉公演のポス 

 ター・チラシ類における名義使用のお願いの件 

                   →承認 

【回覧】 

 湯布院RC・玉名RC・指宿RC 週報  

 人吉総合病院広報誌「翔」 

 岩手県山田ＲＣやまだの作文第40集 

【配布物】 人吉ＲＣ3月23日例会会報 

 

【来訪者より】      芦北ＲＣ 川尻成美会員 

                   岩永好武会員 

 本日は貴重なお時間をいただきま

して有難うございます。本日は芦北

ロータリークラブ創立40周年記念式

典の案内に参りました。来る5月19

日(土)12時より公共施設しろやまス

カイドームにて開催致します。芦北

鉄砲隊の演武や、祝宴会場では手作りの料理でお待

ちしています。会員28名で精一杯のおもてなしをし

たいと思います。宜しくお願い申し上げます。 

 
 マルチプルポールハリスフェロー認証ピンの贈呈 

          中島博之会員(PHF+2) 

 

 

 
     
   ≪寄付の申し出≫ 

     岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

  

   

【環境保全委員会】       延岡研一委員長 

 早朝例会の案内です。来る4月13日(金)の例会

は、例会時間を朝に変更して、環境保全委員会事

業、村山公園内の早朝清掃を行います。 

 午前6時半から7時まで清掃、7時からロータリー

時計塔前で例会となります。皆様にＦＡＸでご案内

をしますが、朝食(弁当)の用意がありますので必ず

出欠の返信をお願いします。  

 尚、雨天の場合は、葉山葬祭すみれホールをお借

りして午前6時30分より例会となります。詳しくは

案内ＦＡＸをご覧ください。 

 皆様の多くのご参加を宜しくお願い申し上げま

す。以上です。 

 

【職業奉仕委員会】      安達玄一委員長 

 職場訪問例会の案内です。来週は早朝例会ですの

で移動例会となりますが、その次の例会も移動例会

になります。今年の職場訪問は灰久保町にあります

大賀会員事業所｢おおがスイミングスクール｣を見学

させていただきます。実は2ヶ月前から2名の方にモ

ニターとしてプールに通って頂いておりまして、そ

の報告もあります。12時から食事、12時半から例会

です。軽装で構いません。本日の午後ＦＡＸで案内

しますので返信を来週の金曜日までに必ずお願いし

ます。 

 それからもう一つです。5月18日(金)に優良職員

表彰式を行います。本日皆様のお手元に職員推薦書

をお配りしております。優秀な方をご推薦頂き今月

27日までに事務局へご提出ください。宜しくお願い

致します。 

 

【ローターアクト委員会】    立山茂委員長 

 人吉ローターアクトの報告と例会案内です。ひま

わり亭におられたアクト会員の宮崎薫さんが退会さ

れましたので、本日のアクト例会から6月まで立山

商店茶の蔵を例会会場と致します。本日の第2例会

は、いつものように午後7時半より行います。弁当

はありませんので出席の連絡は要りません。 

 最後に皆様へ、これまで大変お世話になりました 

＊届け出欠席  

 北・片岡忠・延岡・小林清・木村・齋藤・石原 

 漆野・岩本泰・尾上・青木・大賀 
＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

 地区大会前日セミナー；宮原･中川  

 地区大会：赤池･有馬･浅野･有村･渕田･葉山･平田 

      井手･伊久美･板井･岩井･片岡啓        

本日の出席率 

会  員  数   67名   79.69% 

出 席 免 除 4名 3 / 16例会出席率  73.85％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 95.38％ 

 大久保勝人会員より｢長

男結婚を記念して」Ｒ財

団委員会、米山記念奨学

委員会へご寄付がありま

した。  



ひまわり亭の本田会員へ感謝を込めて拍手をお願

いします。（全員拍手）本田会員ありがとうござ

いました。 

 

【広報委員会】        井手富浩委員長 

 人吉ＲＣのホームページに2月18.19.20日で伺い

ました「台北稻江ＲＣとの交流ＤＶＤ」をアップ

しました。皆様ご覧下さい。 

 

【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

   ３月のゴルフ表彰 ３３月のゴルフ表彰 ３月月2525日日  クラウンクラウンGGＣＣ 

 ４月ゴルフの案内です。今回は、3/24にホール

インワンをなさいました伊久美パスト会長のお祝

いコンペ４月30日(月)と兼ねて行いたいと思いま

す。宜しくお願い致します。 

 

【ガバナー補佐より】  

              2720地区熊本第６分区 

              中島博之ガバナー補佐 

 20分の時間を無理やり入れて頂きました。それ

は、会長エレクトの山賀さんはすでにPETSにて勉

強して来られました。また、来週14日には地区協

議会が開催され、それぞれ委員長さん方の勉強会

も始まります。来来週からは「奉仕を通じて平和

を」その報告ばかりで、今年のテーマ「心の中を

見つめよう 博愛を広げるために」2720地区のス

ローガン「心機一転」も、皆さんの頭の中にも薄

くなっていくでしょう。もう四分の三は過ぎたか

もしれませんが、でもまだ四分の一は残っていま

すので、年度末まではしっかりとテーマを意識さ

せておくのが補佐の責務？かと思いまして協議会

前の本日時間をいただきました。が、内容は賞味

期限の切れそうな気の抜けたサイダーみたいなも

のとなるでしょう。「見なくても・損ではなく。

聞かなくても・損ではない。」№2．です。 

 ＲＩ会長のカルヤン・バネル

ジー氏は30歳でロータリー入

会、33歳でクラブ会長、38歳で

ガバナー・・・日本であり得ま

すかね？   

 今日もポリオ・プラスのお話

です。2月24日の例会日に小林清

市パスト会長がＲＩ創立記念日に因んで、ポリオ

撲滅には欠かせないワクチンについて詳しく正確

な数字でもって卓話をしていただきました。皆さ

んもう一度読み直してみてください。それに値す

る卓話です。 

 生ワクチン・不活化ワクチン・世界の流れ：日

本の動きがよく分かるでしょう。あの有名なゲイ

ツ・財団のポリオ撲滅に対するすごい資金援助で

す。その財団の最高執行責任者のジェフ・レイク

ス氏は、世界中どこへ行っても、ロータリアンは

活動しています。私がロータリーを尊敬する理由

の一つです。   

 “ロータリーなくしては世界的なポリオ撲滅活

動が今日のような成果を上げることは出来なかっ

たでしょう。だから私たちゲイツ財団も参加する

こともなかったでしょう”   

 “今、私たちはポリオ撲滅に限りなく近づいて

います。ロータリーがこれまで行ってきた素晴ら

しい活動に対する認証として、ゲイツ財団は新た

に5,000万ドルをロータリーに寄付します・・・” 

 と、絶大な信頼をいただいています 

 またロータリーでもポリオ・ウイルスの世界的

撲滅の証明がなされるまで、ロータリー挙げての

新しいプログラムは採択しない ・・と強い意気

込みを示しています。1985年、125か国、35万人の

ポリオ感染者がいました・・・今、アフガニスタ

ン：ナイジェリア：パキスタン：インド：の4か国

のみとなりインドは２年間発症０だそうで、来年

には撲滅宣言？だそうです。 

 撲滅の最終段階の資金が必要です。 

 みなさまのご理解の寄付を期待しています。時

間が足りなくなりました。機会があったらまたお

話しします。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 

◇3月30日例会  

・中川会員 日本ロータリー研修、会員増強・維 

 持セミナーに参加させて戴きました。これも人 

４月の誕生祝い４月の誕生祝い    

渡辺洋文 会員   ２日 原田知一郎会員  ５日 

渕田秀雄 会員   ７日 川越公弘 会員   ９日 

赤池利光 会員  １５日 堤 正博 会員  １５日 

牛島スミ子会員  １７日 片岡忠雄 会員  26日 

武末憲一 会員  ２６日 大賀睦朗 会員  ２９日 

                        ４月の結婚記念祝い４月の結婚記念祝い 

山賀勝彦 会員   １日 愛甲  康 会員   ３日 

堤 正博 会員   ３日 石原弘章 会員   ６日 

大賀睦朗 会員   ７日 馴田信治 会員 １５日 

水野虎彦 会員  １５日 山田仁法 会員 １８日 

丸尾 孜 会員 ２０日 戸高克彦 会員 ２１日 

小林清市 会員  ２２日  

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 中川貴夫 ８２ ８ ７４ 

準優勝 漆野智康 ９３ １４ ７９ 

３位 岩本泰典 9７ １５ ８２ 

４位 中島博之 １１９ ３６ 8３ 

５位 鳥井正徳 １０１ 15 ８６ 

ＢＢ 伊久美寛志 敢闘 武末憲一 

ﾆｱﾋﾟﾝ   ⑬戸高克彦  ⑰中川貴夫  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ⑤伊久美寛志 

６7歳未満 ⑤中川貴夫 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 岩本泰典 4８・4９・９７ 

６7歳未満 中川貴夫  ４２・４０・８２ 



 吉ロータリークラブより出向させて戴いたおか 

 げです。ありがとうございました。会員増強宜 

 しくお願い致します。          

・原田会員 先日、長女が中退することなく無事 

 に人吉第一中学校を卒業し、無事人吉高校に入 

 学が決まりましたのでニコニコします。色々有 

 りましたが、ＰＴＡ会長もようやく１年終わり 

 そうです。塚本会員、シホちゃんご卒業おめで 

 とうございます。            

・岩本泰典会員 先週の例会でＮＨＫ「家族に乾 

 杯」の人吉放送を案内しましたら、4月9日の放 

 送だそうです。今日もそうですが、私の隣の席 

 に永尾君が居まして、食事の量が余りにも違い 

 すぎ、これで同じ年会費だろうかと、そちらの 

 方に気を取られ、放送日を間違えました。すみ 

 ません。                

・武末会員 7人目の孫が愛甲産婦人科にて、無 

 事親子ともに健全に生まれました。女の子でし 

 た！                  

・齊藤会員 1月末より足の手術のためお休みをい 

 ただき、2度にわけて両足が元気になりました。 

 まだ明後日のゴルフは無理ですが早く復帰した 

 いです。                

・塚本会員 今朝、卒業式があり、長女が無事東 

 校を卒業することが出来ました。原田ＰＴＡ会 

 長、馴田幹事夫人には大変お世話になりまし 

 た。運動会延期をはじめ、ほとんどの行事が雨 

 に見舞われた原田ＰＴＡ会長、改めてお疲れ様 

 でした。                

・漆野会員 今日は長男の小学校の卒業式でし 

 た。6年間頑張って学校に通いました。明日は 

 末っ子の保育園の卒園式です。長男から足かけ 

 12年通いました。            

・井手会員 大賀会員のお陰で人吉ＲＣのホーム 

 ページに2月18.19.20日で伺いました「台北稻江 

 ＲＣ」との交流ＤＶＤをアップしました。どう 

 ぞご覧ください。            

・渕田会員 先週は突然の欠席、ご迷惑をお掛け 

 しました。すみませんでした。      

・友永会員 早退します。         

・宮山会員 早退します。         

・大久保会員 早退します。        

 ◇本日のカード 

・芦北ＲＣ川尻会員・岩永会員 芦北ＲＣ創立40 

 周年記念式典・祝賀会のご案内に伺いました。 

 ご出席をお待ちしております。      

・宮原会長 芦北ＲＣの創立40周年おめでとうご 

 ざいます。               

・中川会員 芦北ＲＣ川尻様、岩永様、ようこそ 

 いらっしゃいました。創立40周年おめでとうご 

 ざいます。出席させて戴きます。     

・ 〃  ゴルフに久しぶり参加させて戴き、た 

 くさんの賞品をもらいましたのでニコニコしま 

 す。ありがとうございました。      

・立山会員 4年間に亘りアクトの例会場を提供い 

 ただきありがとうございます。ひまわり亭での 

 楽しい思い出がいっぱい出来ました。   

・本田会員 ローターアクト会員の宮崎薫さんが 

 ひまわり亭での研修を終え、福岡に帰る事にな 

 りました。ロータリーの皆様には大変お世話に 

 なりました。              

・伊久美会員 はしたなくもよわい80歳で球磨カ 

 ントリークラブの日向コース№3、アイアン8で 

 ホールイン・ワン3度目を行いました。4度目を 

 目標にします。             

・大久保会員 長男がようやく結婚致しましたの 

 でニコニコします。           

・有村会員 大久保さんの息子さんのご結婚おめ 

 でとうございます。           

・堤正博会員 結婚・誕生祝い頂きました。あり 

 がとうございました。本年でちょうど満70歳に 

 なります。               

・山田会員 結婚記念日のお祝いを頂きました。 

 家内に渡します。            

・戸高会員 結婚祝いをいただきありがとうござ 

 いました。当日忘れてムッとされないよう気を 

 つけます。               

・丸尾会員 忘れてました。結婚祝い、ありがと 

 うございました。            

・武末会員 誕生祝            

・川越会員 誕生祝、有難うございました。 

・牛島会員 誕生祝ありがとうございました。ま 

 だまだ元気で頑張りますので今後とも宜しくお 

 願い致します。             

・原田会員 昨日4/5で46歳になりました。記念品 

 頂き有難うございました。        

・渕田会員 思いがけず誕生祝いをして頂き、あ 

 りがとうございました。         

  

【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 

◇3月30日例会 

・宮原会長 山賀会長エレクト、PETS研修を終え 

 られ会長としての心構えが出来られたことと思 

 います。頑張ってください。       

・浅野会員 3月21日下の娘が5人目の孫を出産し 

 てくれました。元気な男の子です。一段とにぎ 

 やかになりそうです。嬉しいので寄付します。         

◇本日のカード 

・伊久美会員 ３度目のホールインワンを記念し 

 ます。                 

・中川会員 先日ロータリー情報委員会で勉強会 

 をさせて戴き、すばらしい新会員に財団の話を 

 させて戴きました。それで一緒にさせて戴きま 

 す。                  

・中村会員 先週の新人研修ありがとうございま 

 した。ポリオ撲滅の為、寄付します。 

                （ポリオプラス） 

・中島会員 第３回めのマルチプルＰ･Ｈ･Ｆを頂 

 きました。今後も頑張って参ります。   

・和田会員 中島会員ポール･ハリス･フェロー･ピ 

 ンの受賞おめでとうございます。新人研修で中 

 村さんにポリオの話をさせていただいたので今 

 日カードを頂きました。協力ありがとうござい 

 ます。                  
 
       点 鐘  宮原和広会長 

 

 


