
  
    宮原和広会長 

  

 先週は、突発的な目の不調で例会を

休み、中川パスト会長、山賀会長エレ

クト、尾上会員、そして会員皆さんに

ご心配をお掛け致しました。 

 本日、そして来週が最終例会となり

ますので、気を引き締めて責務を全うしたいと

思っております。最後まで宜しくお願い申し上げ

ます。 

 先日も報告致しましたが、東日本大震災復興支

援人吉球磨観光カレンダー事業の収益金を福島県

南相馬市の国際ロータリー第2530地区、相双分区

ガバナー補佐酒井様を通じて義援金をお送りして

おりました。この度、福島県立小高工業高校での

感謝の意を込めた贈呈式へのご案内を頂きました

が、どうしても日程の調整ができず、お断りの文

書を送りましたところ、先日、感謝状とその時の

新聞掲載の記事が届きました。酒井ガバナー補佐

もロータリーの絆に心より感謝されておられまし

て、人吉ロータリークラブの皆様に宜しくお伝え

して下さいということでした。これも皆さんがカ

レンダー事業に賛同していただいた証だと感謝申

し上げます。１年３ヶ月前の未曽有の東日本大震

災、未だ脳裏に焼き付いております。次年度も是

非引き続き支援の和を広げて頂くことを祈念申し

上げます。 

 本日は例会終了後、今年度最後のクラブ協議会

後半の部となっておりますので、宜しくお願い致

します。 
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【連絡事項】 

①第2530地区相双分区ガバナー補佐酒井善盛様よ 

 りカレンダー事業益金への感謝状が届いており 

 ます。地元新聞（福島民報）にも紹介されまし 

 た。 

②球磨川舟唄全国大会岩下委員長より、第16回大 

 会への後援願いが届いております。 

③熊本県青少年育成市民会議より総会資料が届い 

 ております。 

④人吉市国際交流協会事務局より第３回ランゲー 

 ジカフェ｢言葉の喫茶店｣のご案内 

  日 時；平成24年６月24日(日)18:30～20:30 

  場 所；町家ギャラリー立山 

⑤第2720地区ブライダル少子化対策委員会中野委 

 員長より会議開催のご案内 

  日 時；平成24年7月23日(月)午後4時～ 

  場 所；メルパルク熊本 

【例会変更】 

 熊本東ＲＣ6/26→19:00～夜の例会のため  

                        熊本ホテルキャッスル 

【配布物】 

 人吉ＲＣ6/8・6/15会報 

 人吉ＲＣＲ財団委員会資料 

 
   
  Paul Harris Fellow  

    認証状・認証ピンの贈呈 

      宮原和広会長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「人吉ロータリー讃歌」 
 
司会・進行    葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

             第４回 クラブ協議会  後半 



    岩井和彦委員長 

 
 
          
  
 
 
 

 

【ローターアクト委員会】     立山茂委員長 

 延期となっていましたアクトの第２例会は６月30

日(土)午後７時30分から、紺屋町中村屋でお別れ例

会となります。アクト委員会の皆様一年間お疲れ様

でした。アクト委員会以外の方も増えた新人たちと

楽しく酒を酌み交わしませんか。出欠は、６月29日

(金）次回例会日までに事務局または立山まで連絡を

お願いします。 

  

【親睦委員会】        戸高克彦委員長 

     ６月のゴルフ愛好会ご案内 

 多良木･人吉中央･人吉ＲＣ３クラブ合同ゴルフコンペ 

    日  時: ６月２４日 (日)  

     ９時３０分集合  １０時０２分スタート  

    場  所: 球磨カントリー倶楽部 

    参加費: 一人２，０００円 

 

【ニコニコ箱委員会】      丸尾 孜委員 

・釜田会員 第39回人吉球磨中学校柔道大会が６月 

 10日人吉スポーツパレスの武道場で行なわれまし 

 た。当人吉ＲＣが共催・後援を頂き、新世代委員 

 長の本田節会員が挨拶され誠にありがとうござい 

 ました。                2,000 

・宮原会長 〇ポール･ハリス・フェローありがとう 

 ございました。〇先週から大変ご心配をお掛け 

 致しました。              2,000 

      点 鐘  宮原和広会長 

    第４回 クラブ協議会 後半 
 
            進行；宮原和広会長 
 
ＳＡＡ  

委員長）馬場貞至（発表） 

職業分類:音楽家･歌手 ロータリー歴:4年2ヶ月 

副)板井英朗 

委員)村山能史･山口令二･青木一幸･片岡忠雄 

   渕田秀雄･中村太郎 

・委員メンバーは例会45分前に集合し、会場の設営 

 に努めた。 

・タクトは優秀なメンバー揃いで練習なしにロータ 

 リーソングを振ることが出来ていた。(すばらしかった） 

・来訪者に対し、『おもてなし』の心を持って接す 

 ることができた。 

・会場の時計を買った。「おしずかに」のプラカー 

 ドを製作した。 

反省点 

・ロータリーソングは「奉仕の理想」だけと片寄り 

 過ぎた。 

・ロータリー体操が一度しか出来なかった。 

・家庭集会が一度しか出来ず、代わりに球磨CCでＳ 

 ＡＡのゴルフを行なった。すばらしい委員に恵ま 

 れ、会場の設営、監督ができ、例会が格調高いも 

 のとなった。 

 

出席委員会 

委員長)岩井和彦（発表） 

職業分類:建築 ロータリー歴:12年8ヶ月 

副)永尾禎規  委員)原田知一郎･友永和宏 

 例会出席はクラブ会員としての条件の一つであ

り、奉仕活動の基本でもあります。よって、全会員

に今一度出席規定の周知徹底をし、例会を楽しみ、

親睦を深めながら出席率の向上を図る事を方針とし

て委員会を務めてまいりましたが、私の力不足でな

かなか出席率が上がりませんで、残念でした。次年

度委員長に出席率向上はお願い致します。次年度に

入りましたら、個人出席率100％の表彰を行ないま

すが、あと１、２回のメークアップで100％達成さ

れる方がいらっしゃいます。来月の第２週まで有効

ですので、宜しくお願い致します。最後に委員の皆

さんには一年間大変お世話になりました。 

 

会員組織増強委員会   

委員長)尾方芳樹（発表） 

職業分類:日本料理 ロータリー歴:28年8ヶ月 

副)宮山惇 委員)外山博之･安達玄一･伊久美寛志 

 2011-2012年度期首人数66名 

 ６月22日現在 67名 

□退会者３名（９月堀文記会員、４月永江浩会員、 

 ５月石蔵美佐子会員） 

 入会者４名（８月片岡忠雄会員、12月渕田秀雄会 

 員、２月中村太郎会員、４月田中信也会員） 

□３年未満新入会員懇談会３月３０日開催に参加 

□テーブルミーティング（９月９日例会） 

 テーマ『ロータリーの会員増強について』 

 

職業奉仕委員会 

委員長）安達玄一（発表） 

職業分類:損害保険 ロータリー歴:17年2ヶ月 

副）鳥越会員 委員）板井会員･高山征治･渡辺洋文 

今年度の計画は 

①社会奉仕委員会に協力する(観光カレンダー事業) 

②職業奉仕に関する卓話(松岡先生) 

③職場訪問例会の実施(大賀ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ・体力増進) 

④優良職員表彰(５月) 

 現在①と②の計画が終わり、③の職場訪問を４月

20日に大賀スイミングスクールで行いました。大賀

会員から水泳を通した職業奉仕の話を伺い、今度

本日の出席率 

会  員  数   67名   82.81% 

出 席 免 除 3名 6 / 8 例 会出 席率  92.19％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 有馬・木村・中村・岩本光・北・渡辺・水野・鳥井・尾上 

 渕田・小林清 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

次年度委員会会合；山賀・浅野・渡辺・浦田・中川          



ふるさとの森づくり「九電の森ひとよし」（参加者

850名）には、会員に加え従業員、家族など24名に

参加していただき、上戸越町の植林会場（１ｈａに

１万本）での植樹を行いました。来年以降も4年間

継続する事業ですので、クラブとしても参加者がよ

り多くなることを期待しております。 

 予算執行については、年間予算20,000円に対しま

して卓話講師の謝礼と植樹にぶら下げる木札購入に

それぞれ3,000円、合計6,000円支出しております。

以上です。ありがとうございました。 

 

ヘルスサポート委員会 

委員長)外山博之（発表） 

職業分類：腎臓内科医 ロータリー暦：31年10ヶ月 

副)岡啓嗣郎 

委員)友永和宏・増田 力・小林清市 

   木村正美･堤 脩 

方針、計画は栞をご覧ください。 

□５月11日(金)例会 

外部卓話｢健康づくりと市民健診」 

講師；人吉市保健センター健康増進課尾方文枝係長 

    同、健康福祉部             松岡誠也部長 

□６月８日(金)例会 

外部卓話｢人吉市認知症対策について｣ 

（ひとよし認知症支援ガイドブック） 

講師；人吉市高齢化支援課 瀬上雅暁課長 

   同、介護予防       渕上麻美係長    

  

新世代委員会 

委員長）本田節（発表） 

職業分類:郷土料理 ロータリー歴８年 

副委員長)戸高克彦 

委員)鳥井正徳･塚本哲也･永尾禎規･石原弘章           

   有馬宏昭･釜田元嘉 

 方針と致しましては、青少年の健全な育成のため

に関係団体と連携を図り、ロータリアンとして何が

できるか模索し、ロータアクト委員会と協力し、会

長方針の所信の一つに挙げられる青少年教育活動に

全面的に協力いたしてまいりました。 

 活動としましては、人吉市青少年育成市民会議の

構成メンバーとして様々な会合や活動に参加させて

いただき、本市における課題や現状に尽きましても

深く理解することが出来ました。 

 青少年スポーツ大会への援助につきましても、人

吉球磨中学校柔道大会開催におきましても歴史ある

39回を迎え、名誉会長でもあります釜田会員をはじ

め、多くのロータリアンの皆様のご尽力とご理解の

下に開催されておりますことは人吉ロータリークラ

ブにおきましても大きく寄与している事業ではなか

ろうかと思っております。 

 委員の皆様方には一年間ご協力ありがとうござい

ました。 

 

ローターアクト委員会 

委員長)立山 茂（発表） 

職業分類：お茶製造販売 ロータリー暦：7年2ヶ月 

副)青木一幸 

委員)武末憲一･平田フク･漆野智康･馬場貞至 

   岩本光義･渕田秀雄 

帰って来られた御子息からのご挨拶も戴きました。 

大変失礼ながら、メタボモデルとしてスイミングス

クールに体験入学された中島会員と延岡会員からは

貴重な体験談を聞く事も出来、職業サービスの意義

が図られたものと思います。お二人とも体力増進に

は繋がっているみたいですが、体重減には今のとこ

ろあまり効果が出ていないようなので、今後の精進

を期待したいと思います。 

 ④の優良職員表彰は５月18日に12名の表彰者を招

き行われました。表彰者へは、記念品の贈呈と宮原

会長からはロータリークラブとはどういうものか、

四つのテストという基本方針の説明をして頂き、

ロータリーへの良き理解が得られたと感じていま

す。会員皆様の協力を戴き４つの計画が遂行されま

したことを感謝申し上げます。 

 

社会奉仕委員会 

委員長)水野虎彦 

副）村山能史（発表） 

職業分類:洗濯業 ロータリー歴:2年6ヶ月 

委員)葉山稔洋･牛島スミ子･岩井和彦 

  井手富浩･浦田繁喜 

 本年度は東日本大震災被災地への支援として、カ

レンダー事業が何と申しましても一大事業でありま

したが、宮原会長をはじめ、皆様の力で、南相馬へ

貢献でき、最終決算の報告まで終了することができ

ましたことに心よりお礼申し上げます。 

 社会奉仕の卓話において尾方芳樹会員にもご協力

頂き、誠に有り難う御座いました。地区の奉仕プロ

ジェクトであります、ブライダル推進委員会は、当

クラブとしては今年度数回地区の会議に出席した程

度で、登録希望者を紹介するまでに至りませんでし

たが、これは次年度も継続される事業ですので、今

後とも会員皆様の中で登録希望者の紹介が御座いま

したら宜しくお願い申し上げます。１年間有り難う

御座いました。 

 

環境保全委員会  

委員長）延岡研一（発表） 

職業分類：電気工事 ロータリー暦：10年3ヶ月 

副）原田知一郎 

委員）山口令二･丸尾孜･堤正博･岩本泰典･片岡忠雄 

「ロータリアン各自が環境問題に関心を持ち、身近

な環境保全活動に積極的に取り組むように努力、援

助する。」を方針として、計画に基づき実施してま

いりました。 

 外部卓話は12月16日に参議院環境委員長に就任さ

れた地元の松村よしふみ参議院議員においで頂き福

島第一原発事故対応を中心とした国会で議論されて

いる環境問題に関する話をして頂きました。人吉市

のクリーン作戦は、花火大会翌日（9/25）は22名、

お城まつり翌日（5/5）は23名の参加がありまし

た。ご参加いただいた方に感謝申し上げます。早朝

例会（4/13）は44名の出席で村山運動公園の清掃を

行いましたが、各自思い思いの場所での清掃作業と

なったので、担当区域割をしておけばよかったと思

いました。次年度の塚本委員長、ご配慮よろしくお

願いします。 

 ３月３日（土）九州電力熊本支社が行った、九州



 １年目は2720地区アクト研修会と人吉ローターア

クト35周年行事、２年目は折鶴会活動で多良木ＲＣ

や中央ＲＣに行くなど充実した活動が出来たと思い

ます。６月の第一例会では多良木ＲＣの次々年度会

長の小林さんが薬剤師の米良君を紹介され、片岡会

員が彼に付き添って参加頂きました。また、大賀さ

んも息子さんを連れて来て頂きました。おかげ様で

春から４名増加、11名になります。アクト委員長と

してこれほど嬉しいことはありません。２年間いつ

もそばでご指導頂いた、武末会員、中島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐、全力で応援下さいました中川直前会長、宮原会

長、例会場を率先して提供いただいた本田会員はじ

め応援いただいた方たちに心から感謝申し上げま

す。 

 話は変わりますが、ローターアクトのよさの一つ

は、多くの魅力あるロータリアンと接することが出

来ることだと思います。人は人との出逢いの中で成

長していきます。親睦会だけでなく、是非、例会に

お出で下さい。アクトと直に接してあげて下さい。

このことを最後にお願いして委員会報告を終わりま

す。 

 

国際奉仕委員会 

委員長)山田仁法（発表） 

職業分類：電気工事 ロータリー歴 25年3ケ月 

副）小林祐介 

委員）中島博之･有村隆徳･齋藤日早子委員 

 皆様のご協力により計画・方針を終了すること

に、深く感謝しております。委員会の最大の行事は

台北稲江RCとの第三次姉妹締結調印式を執り行うこ

とで、平成24年（2012年）2月18日（土）～2月20日

（月）の3日間の日程で、そして宮原会長夫妻をは

じめ総勢29名の参加。2月19日の調印式は、台北稲

江ＲＣ創立25周年式典の中で地元の多くのロータ

リークラブの会員の皆様の見守る中、厳かに終了す

ることができました。参加して頂いた皆様、台北稲

江RC許会長以下会員の皆様に深く感謝申し上げま

す。訪台の計画進行にあたり、予定していた宿泊ホ

テルから別のホテルに決まり、宿泊費がUPしたこと

に対し深くお詫びします。これからの課題として添

乗員が不要な際は、インターネットを利用して予約

をすることも可能なので、検討の余地があると思い

ます。その他 計画に掲げていましたＷＣＳの参加

検討は、私の不手際で見送りました。 

 世界理解月間の卓話者をＡＬＴの先生にお願いし

たい旨、人吉市教育委員会の堀教育長に伝えており

ましたが、クラブ行事（プログラム）の日程と折り

合わなく断念しました。替わりに台北稲江ＲＣとの

調印式の様子を２月24日付のクラブ会報に掲載し、

内部卓話の替わりとしました。 

 その他 計画にありませんが、人吉市国際交流協

会（会長 赤山武興氏）の会議に宮原会長の代理で

出席しました。今年は２回目となる人吉市の姉妹都

市ポルトガル共和国アブランテシュ市への青少年交

流事業で派遣する、市内在住中高校生・専門学生の

選考を担当しました。作文評価は宮原会長に採点し

ていただきましたが、面接には私が出席しました。

６月3日（日）に中学生17名、６月5日（火）高校生

６名の面接をし、中学生５名・高校生５名の派遣者

が決まりました。応募者の作文内容も人柄も素晴

らしく、全員合格にしたいくらいでした。原田会

員のお嬢様（人吉高校）も派遣されます。おめで

とうございます。 

 最後になりましたが、国際奉仕委員、全会員の

皆様一年間ご協力ありがとうございました。 

 

米山記念奨学委員会 

委員長）片岡啓一（発表） 

職業分類：医薬品小売 ロータリー暦：28年5ヶ月 

副)赤池利光 

委員)山本瑤子･宮山惇･愛甲康 

普通寄付、特別寄付ともに、会員の皆さんのご協

力のおかげで、順調に集まっているようです。昨

年10月21日「米山記念月間」には、「米山記念奨

学会についてのビデオ放映と卓話」を実施。11月

４日には継続事業の「第18回米山記念奨学生招待

事業」を実施いたしました。熊本水前寺公園ＲＣ

が世話クラブとなっている中国奨学生の張コン君

に卓話をいただき、米山記念奨学会への会員の理

解を深めていただきました。次年度は、人吉ロー

タリークラブが初めての米山記念奨学生の世話ク

ラブを引き受けることになり、大学のスケジュー

ルにより本年４月から動き始めました。そのため

引き続き私が次年度も委員長を引き受けることに

なりました。次年度もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

ロータリー財団委員会 

委員長）和田栄司（発表） 

職業分類：冷暖房設備工事 ロータリー暦：17年 

副)伊久美寛志 委員)中川貴夫 

 7/15～5/31までの寄付（普通寄付・特別寄付） 

   7/15  152440円（$1859.03） 

   8/10   36000円（$450） 

   9/22  108650円（$1392.95） 

   11/10   71760円（$920） 

   12/20   59812円（$766.82） 

   〃ﾎﾟﾘｵ指定 26059円（$334.1） 

   1/31  137780円（$1766.41） 

    2/29   15210円（$195） 

     3/7   59000円（$756.42） 

     5/1   64640円（$788.29） 

  〃ﾎﾟﾘｵ指定 8200円（$100） 

  5/31    54640円（$666.34） 

     年次寄付合計759932円（$9561.26） 

  ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ合計 34259円（$434.1） 

    総合計794191円（$9995.36） 

    1人当たり100ドル 67人＝$6700 

    $9561.26/67人＝$142.71/人 

1人$100をはるかに超えた寄付が集まりました。

（100万ドル食事の歳入は入れておりません） 

 皆様のご協力に感謝致します。 

     

会計 石原弘章 

今年度決算に伴い、会費等の納入は今月29日まで

にお願いします。 

 

          閉  会 


