
  
    宮原和広会長 
  

 梅雨前線により、人吉球磨もかなりの雨量に達

しています。防災対策には十分な配慮を、そして

ジメジメしていますので健康に気を付けてお過ご

し下さい。 

 早いもので本日が最終例会になりました。いよ

いよ次週より山賀年度がスタートします。１年前

の私と被って、今の山賀会長エレクトの心境が手

に取るように伝わってきます。 

 先週6月23日（土）、本田ガバナーによる「1年

を振り返って」・交流会が、ホテルニューオータ

ニ熊本で開催されました。クラブ会長、ガバナー

補佐、地区部門長に出席の案内がきておりました

が、私はやむなく欠席致しました。 

 次の日曜日（6月24日）は多良木ＲＣ、人吉中央

ＲＣ、人吉ＲＣ3クラブ合同ゴルフコンペが計画さ

れていましたが、あいにくの天気で7月8日に延期

されました。本田ガバナーによる「1年を振り返っ

て」「交流会」「3クラブ合同ゴルフコンペ｣等は

2720地区、そして人吉球磨地区をターゲットにし

た1つの親睦活動だと思います。6月のロータリー

の友に「親睦無くして奉仕無し」という記事を読

みましたが、私もこの意見に賛成致します。 

 親睦にも多種多様のやり方があると思います

が、いずれにしても個人と個人の意思疎通・相互

理解が生まれる場であり、物事を造り上げる基本

でもあり、原点ではないでしょうか？親睦活動が

無くなれば当然交流関係も薄れてきます。数年前

まで交流がありました荒尾ＲＣ、指宿ＲＣとの交

流関係が現在休止状態になっています。是非、復

活の機会を皆さんで考えては如何でしょうか？ 

 姉妹クラブである台北稻江ＲＣとは5年毎の交互
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訪問で調印式を締結しています。 

 今年の2月、調印式のため台北を訪れ大歓迎を受

けました。5年に1度しか会わないため、数名の会

員さんしか面識がなく、言葉、習慣等の弊害はあ

りますが、これまで両クラブの先輩会員が築いて

こられた交流が引き継がれています。 

 姉妹クラブ韓国慶山ＲＣにおいても同様です。 

3年に1回、5年に1回の国際交流は実際苦にはなり

ますが、いざ実行すると言葉、習慣、その他の弊

害を乗り越え、そこに新たな親睦と感動を与えて

くれます。 

 「親睦無くして奉仕無し」をモットーに、最後

の会長の時間と致します。 

 

     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

～13年度2720地区会長エレクト研修セミナー報告

書、同じく地区協議会報告書が届いております。 
 
 幹事報告は以上です。本日が最後の

幹事報告となりました。最後に皆様に

お礼の挨拶をさせて頂きます。 

 この一年、各委員長さん始め皆様方

に助けて頂きここまで来ることが出来

ました。一年経ってやっと幹事の役割というのが

どういうものかが分かってきたように思います。

いわゆる、馴田幹事が、慣れた幹事に、成れた感

じ、がしております。 最後に、山賀年度に歌で

エールを送らせて頂きます。 

  文月の 人吉照らす初日の出 朝の光で山が輝く      
 
山賀・浅野年度のご活躍を祈念申し上げます。 

一年間有難うございました。 

 

  ≪寄付の申し出≫ 
 

 宮原和広会長より会長終了

を記念して、馴田信治幹事よ

り幹事終了を記念して、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご寄付

がありました。 

  宮原年度最終例会 

点 鐘           宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至委員長 

            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 
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【ローターアクトクラブ】    立山 茂委員長 

 6月27日(水)一昨日のアクトの理事会（と言っても

9人参加）で次々年度の2720地区ローターアクトの地

区大会に手を上げようという決議がなされました。

親会に正式にお願いすることになると思いますので

宜しくお願いします。 

 個人的なことになりますが、アクト委員長2年終了

時にこんな嬉しい報告を受けるなんて委員長冥利に

つきます。明日のお別れ会では楽しい酒が飲めそう

です。メークアップにお出で下さい。 

 アクトの積極さに乾杯！ 

 

【親睦委員会】      次年度 漆野智康委員長 

 6月24日に予定しておりました多良木･人吉中央･人

吉ＲＣ3クラブ合同ゴルフコンペは雨の為中止となり

ましたので、再度ご案内致します。 
        ３クラブ合同コンペ 
       日  時:７月８日 (日)  
       ９時３０分集合  １０時スタート  
      場  所: 球磨カントリー倶楽部 
      参加費: 一人２，０００円 
 それから、7月ゴルフ愛好会を、合同コンペから1

週間後の7月16日(月）海の日に行ないます。 
      ７月ゴルフ （前年度取切戦）    
       日  時:７月16日 (月)海の日  
            ９時３４分スタート  
       場  所: 球磨カントリー倶楽部 

 

【中島博之ガバナー補佐報告】  

 

     ガバナー補佐１年を顧みて 

 

 20か月前のクラブ例会でガ

バナー補佐エレクトの任をい

ただきました。その翌日が第1

回ガバナー補佐研修会が2010

年10月30日（土）でした。 

 第 2回研修会が 11月 21日

(日）。第3回が2011年1月15日、直前、現、次期の3

期合同補佐会議というのがありました。前例のな

い？企画でして、本田ガバナーエレクトの意気込み

を感じまして、就いていけるかな？と思ったことが

思い出されます。 

 第4回の2月19日(土）では、ガバナーエレクトが 

1月15日～24日までサンディエゴの国際協議会で学ん

だことを伝達して次年度の運営について 地区チー

ム研修セミナーが開催されました。ここでＲＩの

テーマ「心の中を見つめよう 博愛を広げるため

に」が伝えられ、地区のスローガンを「心機一転」

と発表されました。第5回は3月12日(土)、13日(日)

の地区大会(大分ビーコンプラザ）、第6回は3月19

日(土)20日(日）のＰＥＴＳ（会長エレクト研修セ

ミナー）で出席義務者は100％の主席を要請されて

います。3月27日(日)28日(月）にＲＩ第2770地区

(埼玉南東）のＲＹＬＡが、阿蘇にて計画されてい

ますので、第2720地区も歓迎の意で27日28日の交流

会にご出席を・・と求められましたが、初めて欠席

させていただきました。 

 前年度第6分区のＩＭが5月21日(日）、芦北うた

せ船がありました。年度末の6月3日(金）ガバナー

ノミニー候補の選出が未だなされていませんでした

ので再度の依頼が第5分区と第6分区のガバナー補佐

からありました。年度末の6月25日(土)、現、次年

度ガバナー補佐会議が大分にて行われました。その

時点では、私の年度へ持越しか？そんな雰囲気でし

たが、遅れてきた第5分区の補佐からノミニー候補

の氏名が突然発表されまして、驚き：桃の木：と

なった事を思い出し、本当に年度末の6月30日に木

下ガバナーが来人されまして、赤山武興ガバナーノ

ミニー誕生となりました。 

  7月1日の新年度までは、これだけの出席義務があ

るとは夢にも思いませんでした。新年度にはクラブ

から多額の活動資金をいただきまして、有効？に使

わさせていただきました。分区によっては全く活動

資金の出ないクラブもあるようでした。人吉クラブ

の会員でよかったと思い、厚く御礼申し上げます。

1年を振り返りますと、6分区の皆さんには申し訳な

いことばかりでした。 

 初めての企画で地区大会後のクラブ間交流もいた

しませんでした。最初は相手クラブを自分で探して

実施して下さいでしたが、何の資料もなく、どうし

て相手クラブを探せるのか？となり、不評でした。 

 次に、あなたのクラブはこのクラブと交流を計画

してください。場所も金額も相手クラブと自分達で 

お店と交渉して決めてください・・・こんな無茶な

計画は駄目だ・・・全くやる気がありませんでし

た。実施したクラブの報告もまだ聞いていません 

。本当に実りあるクラブ間交流であったなら、山賀

年度では早くから相手クラブを探しておいて、セミ

ナーなどで会長同士早くから知り合いを重ねること

が大切と思います。それとＩＭも実施出来ませんで

した。参加費を頂いてそれに似合った内容で、これ

ぞＩＭだ・・・そんな企画が出来ませんでした。本

当に申し訳なく思っています。 

 近年ＩＭの実施が少なくなって来たといわれる中   

で、ずうーと継続してきた6分区のＩＭを私の年度

で中止することに申し訳なく、私の力不足を恥じ

入っています・・次年度那須ガバナー補佐には年間

計画の中に早い時点でのＩＭを実施してほしいと思

います。昨年今年と東北大震災の義援金も大きな個

人負担です。おそらく次年度も強制ではありません

と言いながら継続すると思います。 

 ガバナー補佐の指名を受けて20ヶ月・・・あっと

いう間に終わろうとしています。多くを学ばせてい

本日の出席率 

会  員  数   67名   84.38% 

出 席 免 除 3名 6 / 1 5例会出席率  79.68％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 中村･齊藤･大賀･小林清･宮山･有村･田中･鳥井･尾上･戸高 

＊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･片岡啓･宮山 

         浅野･有馬･本田･川越･塚本･鳥井        



り、義援金をどこに寄付するか水野委員長と話し合

いまして、皆さんの善意から生まれた益金だから１

地区のロータリークラブに寄付することになり、私

に一任されました。たまたまその時期に人吉市と南

相馬市の関係を知り、調べましたらその地区に５つ

のロータリークラブがありましたので、私は第2530

地区のガバナー事務局に連絡し、状況を説明致しま

した。そこで相双分区ガバナー補佐の酒井様を紹介

して頂きました。酒井ガバナー補佐は突然のことで

あり、ましてや九州の熊本県人吉のロータリークラ

ブということから、驚きと感謝の意を込めお礼を述

べられました。 

 その結果、福島県立小高工業高校への贈呈が決ま

り、本当に喜んで頂きました。先週の例会で述べま

したが、贈呈式には出席できませんでしたので後日

感謝状が届きました。価値ある事業であったと改め

て皆さんの協力に感謝申し上げます。 

 次に大きな事業が、台北稻江ＲＣとの第3次調印

式でした。丁度10年前、諸先輩方が友好クラブとし

て築いてこられた事が基盤となり、尾方会長の時に

第１次姉妹締結調印が台北に於いて執り行われ、そ

の5年後の山口会長の時に人吉ＲＣ50周年記念式典

に於いて第２次姉妹締結調印式が執り行われまし

た。そして今回、５年毎の姉妹締結調印が私の年度

にあたり訪台することになりました。 

 山田国際奉仕委員長に台北稻江ＲＣとの打合せ、

訪台日程、参加人員、記念品といろいろ準備を進め

て頂きました。2月18日、19日、20日の2泊3日で会

員21名、ご夫人6名、事務局を入れ総勢28名の方に

参加頂きました。今回は稻江ＲＣ25周年記念式典と

第3次姉妹締結調印式がメインとなりました。 

 わたしはつくづく国際奉仕に縁があると思いま

す。武末会長の時国際奉仕委員長として韓国慶山Ｒ

Ｃと第9次姉妹調印式・ポルトガルＧＳＥ受入れ、

同じく大久保会長の時、第12次姉妹締結調印式と準

備等いろいろ大変だった思い出があります。今回は

山田国際奉仕委員長が全て計画して頂きましたので

助かりましたが、その反面、会長の仕事としての重

圧がジワジワとのしかかってきました。それは、歓

迎会の挨拶・式典での挨拶と、経験のない私にとっ

ては想像をするだけでも緊張感が走りました。 

 とにかく、国際交流間のことですから失礼があっ

てはいけないと、作成した挨拶文を経験豊富な伊久

美パスト会長にチェックして頂き安心致しました。 

 当日が近づいてきた2月14日、山田委員長のお母

様が亡くなられたという訃報の連絡を受け、びっく

り致しました。これまで山田委員長よりその都度経

過の連絡を受けており流れは大体把握していました

ので次の日から事務局と当日に向けて最終チェック

を致しました。 

 前日、山田委員長より同行しますとの連絡があ

り、内心ホッとしましたが状況が状況だけに、無理

をされないで下さい、と言った記憶があります。 

 2月18日、早朝6時出発、小雪が降り不安を感じま

したが、予定通り出国することができ、無事台北の

空港に着くことができました。到着ロビーでは稻江

ＲＣ会員より大歓迎を受けました。その夜、とうと

う心配していた前夜祭の挨拶が回ってきましたが、

何とかその場を凌ぎきることができ一安心してホテ

ただきましたが、任期が残り少なくなり、緊張感が

完全に薄れて来て、今まで学んだ事を忘れてしまい

そうです。でも、多くのロータリアンと知り合えた

事に感謝しています。有難うございました。 

 

       一年を振り返って    

                宮原和広会長   

「光陰 流水のごとく」早いもの

であっという間に一年が終わろう

としています。大久保年度の12月

第１例会、年次総会に於いて、会

長ノミニーの承認を受けた時、ま

だまだ１年と半年先だからと悠長

に構えておりましたら、あっと言

う間に大久保年度が終わり中川年度がスタート。こ

の時も1年先と人事のように思っていました。3ヶ月

前くらいになって、やっと実感が湧き、焦りが出て

来ました。「ロータリーはみんなが協力するから心

配するな」と諸先輩からの温かい励ましのエールを

頂き、いよいよスタート致しました。 

 ＲＩ会長のテーマ「こころ中を見つめよう 博愛

を広げるために」、本田ガバナースローガン「心機

一転」、私のスローガン「和の心で広げようロータ

リー」で始まりました。 

 １年経った今、改めてこの3つのスローガンを見

てみますと、そこには「こころ」の文字が使われて

いました。これは全て「思いやりのこころ」、「人

と人との絆」と勝手に解釈致します。 

 昨年の世相を表す１文字が「絆」でした。このこ

とはまさに昨年3月11日、未曽有の東日本大震災か

ら得た教訓だと思います。その翌日、木下年度の地

区大会が大分で開催された場面が今でも脳裏に焼き

付いております。 

 そのような状況で私の年度は復興支援からスター

ト致しました。私の意向を社会奉仕委員会の水野委

員長と職業奉仕委員会の安達委員長が快く事業計画

をして頂きまして、さっそく7月29日に愛甲会員の

紹介でシンガーソングライター関島秀樹チャリ

ティーコンサートを人吉市総合福祉センターで開

催、多くの地域の方にご来場を頂きました。チャリ

ティーの益金は全て人吉市社会福祉協議会に義援金

として寄付を致しました。ご協力ありがとうござい

ました。関島さんからは時々便りが届きます。現在

も各地でチャリティーコンサートを計画され復興支

援活動に頑張っておられます。 

 次に、東日本大震災復興支援・人吉球磨観光カレ

ンダー事業に取り組み、社会奉仕委員会水野委員長

をリーダーに打合せを繰返し行ない、応募・選考・

発注部数・制作と、着実に進めて行きました。一番

難題である販売では過去の顧客割り出しから挨拶回

りと、本当に大変でした。水野委員長と免田ライオ

ンズクラブ、多良木ＲＣ、人吉中央ＲＣ、官公庁と

足を運びました。なかでも免田ライオンズクラブ様

からは周年行事の記念品として注文を頂き、ありが

たいと思いました。もちろん当クラブの会員様にも

たくさんの注文、紹介を頂いたお陰で10月の終わり

には、発注7000部に対して6900部を超え、安堵致し

ました。お陰で11月４日に目標部数を達成したため

注文を締め切りました。数ヶ月後、収支計算が終わ



ルへ帰りました。 

 2日目、記念式典・調印式と、本命の日を迎えま

した。朝から観光組とゴルフ組に別れて行動した

後、18時に記念式典の会場に入ったとたん私の緊張

は最高潮に達しましたが、来賓席に座わると自分で

も不思議なくらいに落ち着き、同行された会員さん

の姿を見ることができました。いよいよ挨拶の順番

が来ましたが、何とかクリアすることができ、来賓

席に着いた時でした隣の年配の紳士の方から「すば

らしい挨拶でした」と流ちょうな日本語で誉めて頂

いたのには大変感激致しました。やっと責務を果た

す事ができ、後は解放感で一杯でした。 

 3日目、観光後、帰路となりましたが、この2泊3

日の体験は少し私を大きくしてくれたような気がし

ます。改めて同行頂きました会員、夫人の皆様に感

謝申し上げます。 

 今年度は周年行事が少なく、参加したのが3月31

日の肥後大津ＲＣ創立40周年、5月19日の芦北ＲＣ

創立40周年の2つでした。その分、挨拶の出番が多

い年度でありました。 

 赤池会員の法務大臣賞受賞祝賀会、稻江ＲＣの式

典、伊久美会員のホールインワン祝賀会、葉山会員

の斎場落成記念祝賀会、尾上会員の社長就任祝賀会

と、お祝い事がたくさんありました。しかし、非常

に残念なことに石蔵会員のご逝去という悲しい事が

ありました。 

 8月5日、人吉中央ＲＣより赤山会員と数名の会員

が来訪され、2013～2014年度のガバナー候補として

赤山会員よりご挨拶がありました。そして9月に国

際ロータリーより承認され、正式に赤山ガバナーノ

ミニーが誕生されました。6分区よりガバナーが誕

生するのは1990～1991年度の人吉ＲＣの大平ガバ

ナー以来2人目のガバナーとなります。 

 9月30日、本田ガバナー公式訪問例会がありまし

た。 

 3月10日、崇城大学市民ホールにて地区大会が開

催され、43名の参加を頂きました。初めて試みた

テーブルミーティングは計画性に欠けていたと反省

点が残りました。このように、走馬灯の如く、次か

ら次に思い出が浮かんできます。各委員会の思い出

も沢山ありますが、先週と先々週のクラブ協議会に

て１年間の感謝の意を述べさせて頂くことができ、

委員長さん始め委員の皆さん、本当にありがとうご

ざいました。それから中島ガバナー補佐、和田会

員、中川会員は地区出向としてご活躍され、大変お

疲れ様でした。そしてご指導ありがとうございまし

た。私はこの１年で大きな経験、そして勉強をさせ

て頂きました。会長ノミニーに推挙頂きました大久

保パスト会長に感謝申し上げます。特に私の女房

役、馴田幹事は大きな身体で私の盾になって、幾つ

も難題をカバーして頂きました。講金仲間というこ

ともあって、不信感を抱く事もなく、互いに切磋琢

磨してやってこれたと思います。信ちゃん一年間あ

りがとう。 

 皆さん本当に一年間ありがとうございました。 

 次週より山賀年度がスタートします。次年度の発

展を祈念し、会員皆様のご協力をお願いして、１年

を終わらせて頂きます。 

 

【ニコニコ箱委員会】     有馬宏昭委員長 

・浦田会員 中島ガバナー補佐、宮原会長、馴田幹事 

 さん、一年間ご苦労様でした。        

・堤脩会員 ①宮原会長、馴田幹事、中島ガバナー補 

 佐、理事、役員、地区出向の皆様、一年間ご苦労様 

 でした。②早退します。           

・武末会員 宮原会長、馴田幹事！一年間お疲れ様で 

 した。あと２日、物故者が出ない事を祈ってます。                       

・高山会員 宮原会長馴田幹事さんお疲れ様でした。                   

・大久保会員 宮原会長、馴田幹事、一年間大変ご苦 

 労様でした。今後、体に気をつけてさらに頑張って 

 ください。                 

・中川会員 宮原会長、馴田幹事、役員、委員長さん 

 おつかれ様でした。                        

・山賀会員 宮原会長、馴田幹事、一年間の大役お疲 

 れ様でした。                

・浅野会員 宮原会長、馴田幹事、お疲れ様でした。 

 後は引受けましたのでゆっくり休んで下さい。 

 ほっとして体調くずさないように。      

・渡辺会員 宮原会長、馴田幹事、一年間お疲れ様で 

 した。宮原会長また釣りに誘ってください。  

・井手会員 宮原会長、馴田幹事、一年間ありがとう 

 ございました。山賀次年度会長、浅野次年度幹事、 

 宜しくお願い致します。           

・友永会員 宮原会長お疲れ様でした。    

・丸尾会員 宮原会長、一年間ありがとうございまし 

 た。7月よりゆっくりお休みください。       

・本田会員 宮原年度の一年間に対し、心より敬意と 

 感謝を表します。宮原会長、馴田幹事をはじめ、理 

 事の皆様、お世話になりました。       

・立山会員 次々年度、アクト地区大会宜しくお願い 

 します。その時は渡辺会長･安達アクト委員長が2年 

 目となります。重ねて宜しくお願いします。  

・安達会員 一年間お疲れさまでした。私と宮原会長 

 の絆は青井神社で繋がっていますよ。     

・牛島会員 宮原会長様、馴田幹事様、一年間ご苦労 

 様でした。そして色々と本当にありがとうございま 

 した。                   

・平田会員 宮原年度、宮原会長はじめ各役員の皆 

 様、一年間本当にお疲れ様でした。      

・宮原会長 一年間本当にありがとうございました。                     

・有馬会員 宮原会長、馴田幹事、一年間お世話にな 

 りました。また、一年間ニコニコ箱にご協力をいた 

 だきまして、ありがとうございました。  

   

【Ｒ財団カード】         和田栄司委員長 

・延岡会員 1000＄達成、寄付します。   

・馬場会員 1000＄になるように。 

・中川会員 地区会員増強委員長として出向させて戴 

 き、次年度10％UPという目標を掲げ頑張ります。 

 皆様の協力を宜しくお願いいたします。 

・伊久美会員 Ｒ財団委員会副委員長、２期務めさせ 

 ていただきました。Ｒ財団寄付が増えましたことに 

 感謝をいたします。 

・和田会員 本年一年、財団寄付をありがとうござい 

 ました。宮原会長、馴田幹事一年間お疲れ様でし 

 た。ポリオが早く世界からなくなります様に！ 
 
      点 鐘  宮原和広会長 


