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       会長 渡辺洋文 
  
 最近新聞テレビで、３Ｄプリ

ンターのニュースが盛んに報道

されてますが、いったいどんな

事が出来るのか簡単にご紹介し

たいと思います。 

 ３Ｄプリンターを活用した未

来のプロジェクトがぶっ飛びすぎて面白くなっ

てきましたが、数十万円から数千万円まで、個

人用からプロ用まで様々な３Ｄプリンターが発

売されてます。 

 ３Ｄプリンター（英語: 3D printer）とは、

通常の紙に平面的に印刷するプリンターに対し

て、３ＤＣＡＤ、３ＤＣＧデータを元に立体

（３次元のオブジェクト）を造形するデバイス

を指します。一定方向から切削加工で一度に加

工するには困難な形状が増えていき、時間と費

用が増大する傾向がありました。その解決策と

して３Ｄプリンターという加工方法が注目され

はじめました。 

 その技術自体は1970年代から研究・開発が進

められてきました。1981年には日本人の児玉秀

男氏が３Ｄプリンターの基本コンセプトを提唱

しますが、当時はまだそれほど注目を集めるこ

とがありませんでした。なんと最初は日本人が

基本コンセプトを考えついたのです。 
 
 近年急に注目され始めたのは、技術の革新に

より0.1ミリ単位の微少な幅で層を積み重ねら

れるまでに「精度が向上した」ことが大きい。

３Ｄプリントできる義手の設計図をオープン

ソースとして公開することで、義手を必要とす

る人々に対する金銭的な負担が一気に軽減。精

度の高い心臓シミュレーターの開発は、若手人

材育成の面からも求められつつあり、より再現

性の高いモデルで模擬手術を繰り返す事で若手

医師により多くの成長の場を提供出来る。産

業、医療での技術革新が期待できる中ぶっ飛ん

だ企画も増えてきた。安価な素材を使った３Ｄ

プリントによる建築が実現すれば災害時に仮設

住宅を作ったり、発展途上国の居住問題を解決

できる。 
 
 火星で３Ｄプリンターを組み立てて、火星に

ある材料を使って居住空間を作るという計画も

あるみたいですね。 

 PayPalの創業者で知られる Peter Thielの

「Thiel  Foundation」が、「Modern  Meadow」

という、３Ｄプリンターで肉を印刷するスター

トアップに出資。2050年までに肉の消費量は２

倍になるそうです。だから肉もプリントしちゃ

おうってことらしい。ターミネーター２のT-

1000のような液体金属が３Ｄプリンターで出力

可能。液体は空気中で球状に変化しようとする

ため、形状を維持することは非常に難しいこと

ですが、化学および生体物質工学学科のマイケ

ル・ディッキー助教授は、ガリウムとインジウ

ムの液体合金が室温に保たれた空気中で構造を

崩さずに形状を保つ事を可能にする皮膚のよう

なものを形成することを発見しました、３Ｄプ

リンターを使ってガリウムとインジウムの液体

合金を出力することに成功。この液体合金の特

徴は、液体金属の小さな玉をスーパーに積み重

ねられているオレンジのように上に積み重ねる

ことができるということ。液体金属の粒はお互

いにくっつきますが、それぞれの形状を維持し

して２つの玉が１つにまとまってしまうことは

ありません。 
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 サクラダファミリアを建築！？2026年には完

成するとの見方も！！完成までに300年はかか

ると予想されていたサクラダファミリアが、急

展開を迎えているようです。３Ｄプリンターを

導入することで建築のスピードアップを図ると

いうもの。どのように３Ｄプリンターが活用さ

れるかは不明ですが、大きな展開であることに

違いはありません。いずれにしても、３Ｄプリ

ンターが、製造業あるいは世の中のシステム

を、根底から変えていく技術に成るかも知れま

せんね。 

 

   幹事 井手富浩 
 
【連絡事項】 

 ①RI 2720地区 創造的奉仕プロジェクト部門 

 （社会奉仕委員長、国際奉仕委員長）より、 

 奉仕活動についてのアンケートの御願いが届 

 いております。今年度の奉仕活動について 

 は立山委員長へ、次年度の奉仕活動について

は片岡社会奉仕委員長、中島国際奉仕委員長へ

お渡しします。  

【配布物】     

 ガバナー月信４月号    

【例会変更・取止め】     

八代南RC4/29→例会取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

熊本東南RC4/30→例会取止めｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

熊本北RC5/1→例会取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

熊本東RC5/13→職場訪問の為、 

    場所を児童ホーム「菊水学園」に変更 

 
 
  委員長 戸高克彦 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】 委員長 安達玄一 

     人吉ローターアクトクラブ 

     ４月 第２例会 のご案内 

 日 時； ４月２４日（木）１９時３０分～ 

 例 会； 立山商店 茶の蔵 

 内 容； 山口裕代会員による卓話 

     －端午の節句について－ 

    「端午の飾りを折り紙で作ろう」 

入 会 式 
 

 大野啓介会員 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会   委員長 和田栄司 

 新入会員入会選挙の報告をさせて頂きます。 

 ＲＩ定款第５条第２節『クラブは善良な成人

であって、職業上および、地域社会で良い評判

を受けている以下のような正会員によって構成

される。』の定められた資格にもとづき、人吉

ロータリークラブ細則第11条により大野啓介さ

んがクラブ定款の職業分類と会員資格の条件を

すべて満たしていることを確認いたしましたの

で、先日4月16日、人吉ロータリークラブ事務

所においてオリエンテーションを受けられまし

た。入会金は交代会員ですので確認いたしまし

た。クラブの会員に選ばれましたのでご報告い

たします。 

 

新会員紹介        推薦会員 堤 正博 

 大野啓介（47歳） 

 勤務先；熊本銀行人吉支店長 

 出 身；熊本県菊陽町 

 出身校；大津高校、熊本商科大学 

 家 族；熊本市内に奥様と長女.次女 

     人吉は単身赴任 

職歴； 

平成2年4月熊本銀行入行、詫麻中央支店、大分

支店、阿蘇支店、水前寺支店、本店、菊陽支

店、山鹿支店、企業出向、人吉支店 

趣味； 

ゴルフ 

（一時熱中したがここ2年はラウンド3回程度） 

渓流釣り（ヤマメ.20年前は毎週五木へ） 

現在は子育てに専念しています。 

その他.小中高サッカー部 

 社交的で温厚な方です。人吉赴任中、楽しい

お付き合いを宜しくお願いします。 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉  会長 渡辺洋文    

 大野さんご入会おめでとうございます。 

 田中会員の交代会員として推薦され、クラブ

の諸手続きを行い、入会を承認されました。 

 人吉ロータリークラブに早く溶け込まれて、

ロータリーライフを楽しんでください。 

 また、大野会員は、理事.会計としての役も

ございますので宜しくお願いいたします。 

 

本日の出席率 

会   員   数   64名   88.33% 

出 席 免 除  4名 4 / 4 出 席 率 79.66％ 

欠 席 者 数 7名 補  填  数 12名 

出 席 者 数  53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 立山・水野・坂井・中村・尾上・有村・小林祐 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本， 高山 

＊メークアップ  

 地区大会；中島・岡・馴田・尾上・延岡・大久保・大賀 

      齋藤・尾上・漆野・和田・渡辺 



入会者の挨拶       新会員 大野啓介 

 まずをもちまして、私の入会

のご承認を頂き、誠にありがと

うございました。皆様との友情

を深め、ご一緒に活動をしてい

きたいと思っておりますので、

ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお

願い申し上げます。 

 

所属委員会の発表      幹事 井手富浩 

 大野会員には田中会員の後任として当クラブ

の会計を引き継いでいただきます。所属委員会

の方も前任と同様、親睦委員会と出席委員会に

なります。村山親睦委員長、戸髙出席委員長、

ご指導宜しくお願いします。 

 

ロータリー情報委員会   委員長 和田栄司 

〈後見人の指名〉 

 大野会員の後見人は、推薦者の堤正博会員に

お願いします。 

 

 

 

次年度【地区研修･協議会報告】 
 
奉仕プロジェクト部会 報告 

       次期国際奉仕委員長 中島博之 

 私のような考え、１泊２日の

豪華な夕食付の勉強会を次期会

長からのプレゼントと思ってい

る奴が、たくさんいるんでしょ

うね。 

 地区協議会にも研修の２文字

が追加されていました。夕食からの一連の流れ

にブレーキかからず自分の体力テスト？と頑

張ってしまいました。お陰様で程よい疲れが

残っていまして、睡魔に襲われ爆睡… 有馬幹

事（次期）に鼾を止めていただく始末、有難う

ございました。 

 部門別協議会も“創造的奉仕プロジェクト部

門別協議会”と表記してありました。ここ数年

やたらと名称・呼称が変わっていくような気が

しています。効果が上がるんでしょうか？ 

１時間40分の中で出席確認に20分以上かかって

いましたので、残りの時間で３部門（社会奉仕

委員会・ブライダル少子化対策委員会・国際奉

仕委員会）です。 

 創造的奉仕プロジェクト部門長は、日田ＲＣ

の佐竹亨さんで、社会奉仕委員会の委員長もか

ねておられますが、部門長挨拶の中で、昨年度

に実施したアンケートを集計した冊子を示され

てこの中に奉仕活動が詳しく纏めてあります。 

 みなさん見られましたか？ から始まりまし

たが手を挙げた人は私には見えませんでした。  

 ブライダル少子化対策委員会の委員長さん

は、熊本水前寺ＲＣの大庭さんで、初代委員長

で５組のカップル成立。その中の２組が結婚し

たそうですが、以後はカップルの成立もなかっ

たそうです。今年は自ら手を挙げられたように

見えましたので結果が楽しみです。 

 国際奉仕委員会の委員長さんは、玉名ＲＣの

村上弘さんで、日田ＲＣが取り組んだ事例を資

料に掲載されていました。それはミャンマーの

キータンゴン村の学校改修建設プロジェクトの

経緯報告でした。このキータンゴン村はヤンゴ

ン市から東に車で２時間、さらに小舟で１時間

半かかる人口250人の小さな田舎村。住民は竹

と、ヤシの葉造りの家に住み、電気も水道もな

く大変貧しい暮らしです。現在の学習小屋は、

地元画家の横枕先生の藁葺の廃屋の絵とそっく

りです。生徒60名（女子39名：男子21名）先生

２名。公立では無く村営で、年齢別に分かれて

学習しています。改修費用110万円その内35万

円はロータリー財団地区補助金です。改修資材

は村で購入し、工事も村人達でやるそうです。

（完成までどれ位かかったか知りたいもので

す）。 

 ミャンマーへの国際ロータリーの補助金は世

界初だそうです。それは、ミャンマーがアメリ

カの経済制裁国だったので補助金は使えなかっ

たとのこと。驚きました。私はロータリーに

は、政治は関与しないと思っていましたから。 

このプロジェクトが新聞（西日本、読売、毎

日、大分合同、日経）で取り上げられて広報活

動にも大いに成果があったそうです。でも記事

には日本の民間支援団体と出ていたそうです。 

皆さんどう感じられますか？これで良しとしま

すか？我がクラブも２年続けて海外支援を行い

ました。 

 手紙１本、成果の報告を望むのは心貧しい

ロータリアンなのでしょうか？ロータリーを民

間支援団体と報じられても良しとすべしなので

しょうか？考えながら帰ってきました。 

  

幹事部会報告   

            次期幹事 有馬宏昭 

説明者は、 

長縄弘貴地区幹事（大分臨海RC） 

早水琢也地区広報・IT委員会副委員長 

          （大分中央RC） 

内容 議題は２点。 

 １点目は、クラブ幹事チェックリストに基づ

いて報告と送金業務の内容と締切、提出先の確

認でした。 

 ２点目は、次年度実施予定のガバナー月信の

デジタル化と配信について－ デジタル化に

至った背景とすでに実施されている2750地区の



 通してモラル・姿勢・待遇など最高レベルに 

 していく） 

２）役立つ仕事はすべて価値あるものという認 

 識をすること。職業で差別をしない。有用な 

 職業はすべて世の中で必要とされている。 

３）職業で培ったもので、社会に貢献するこ 

 と。職業を通して培ったスキルや知識を、社 

 会に役立てる。 

４）職場や生活のあらゆる場面で、いつも心が 

 けて行動実践するための指針として「四つの 

 テスト」と「ロータリーの行動規範」があり 

 ます。 

 

青少年奉仕部門報告  

       次期青少年奉仕委員長 本田節 

 地区研修協議会では、次年度

の青少年奉仕委員長として参加

させていただきました。 

 全体会では、次年度ＲＩテー

マと運営方針について説明があ

り、また、お二人のパストガバ

ナー（永田ＰＧ・木下ＰＧ）の講演があり、私

自身久しぶりの研修でした。 

 次年度ＲＩテーマは「ロータリーに輝きを」

であり、第2720地区のスローガンは、「ロータ

リーを学び直し、新たな第一歩を踏み出そう」

ということで、小山ガバナーエレクトのお話も

ありました。 

 部門別協議におきましては、私は青少年奉仕

部門に参加し、基本方針や重点活動方針につい

て説明がありました。 

①地区のインターアクト、ローターアクト、ラ

イラ、青少年交換等の青少年育成に力を入れる

事と強調され、時は少子化時代となり、青少年

は日本の将来を担う財産であること、新聞、テ

レビ等で報道されている青少年の過失や犯罪、

教育、しつけなど家庭や社会教育の重要性。 

 最後に、ロータリアンは子ども達の目線に立

ち、青少年の模範にならなければいけないとお

話しされました。岡村泰岳パストガバナーをア

ドバイザーとして、有意義な研修でした。 

 次年度鳥井年度の“テーマ”と一致している

のではないかと思い、身の引き締まる思いで参

加して参りました。 

 マイクロバスの研修では、日頃例会ではゆっ

くりお話しする時間が無いベテランのパスト会

長とも親睦を深め、楽しい研修会でした。有難

うございました。 

 

 

 

 

 

内容についてのお知らせでした。 

 次年度幹事として特に留意すべき点は、小山

康直2014ｰ2015年度ガバナーの公式訪問が７月

30日、公式訪問第一番目に行われるため、クラ

ブ現況報告書を６月中に作成・提出することで

す。 

「幹事心得１０箇条」を肝に銘じ、歴史と伝統

のある人吉クラブの幹事という大役を、誠心誠

意務めてゆく覚悟を新たにした、研修協議会で

した。 

 

地区研修協議会報告〈職業奉仕部門〉 

     次期職業奉仕委員長 

          浦田繁喜 
 
1.『地区の職業奉仕部門の 

   活動運営方針について』 

  部門長 前田眞実 

     （大分ｷｬﾋﾟﾀﾙ） 

 当地区がＣＬＰを導入したのが2007～2008年

度（杉谷年度）です。それから７年が経過し、

地区やクラブ内での組織の問題、あるいは新会

員へのＲ情報不足等、様々な事情によりロータ

リーの金看板である職業奉仕への理解が薄れて

きた感があります。 

 そこで今年度は職業奉仕について第2720地区

の会員の方と共に考え、学びたいと思います。

また、2014～2015年度は職業奉仕の中にＲＹＲ

Ａ(ﾗｲﾗ）が組み込まれましたので、若い人の能

力を活用し、素晴らしい地区事業を実施したい

と考えています。 

 具体例 

１）地区セミナーの実施 (大分･熊本会場別々に) 

クラブ会長、副会長、幹事、職業奉仕委員長 

その他希望会員等を集め「職業奉仕について考

える〉をテーマに大分・熊本にて実施する。 

ＤＬＰ(地区リーダーシップ･プラン）の推進に

基づきワークショップ形式を導入する。 

  *平成26年9月6日(土)職業奉仕セミナー 

    大分会場（ホストホール大分） 

  *平成26年9月13日(土） 

    熊本会場（アスパル富合） 

２）地区事業の実施（RYRA活動と並行して） 

職業奉仕の中の職業指導、あるいは就職相談分

野で一般市民を巻き込んだ催しを行う。そのこ

とは青少年の指導力の育成を目的とするＲＹＲ

Ａと結びつく。以上が直接クラブに関係する地

区の方針です。 
 
２. 『職業奉仕について』 

   地区職業奉仕ＲＹＲＡ副委員長 

    小野健介（臼杵中央ＲＣ） 

要約 

１）職業上の高い倫理基準を保つこと（職業を 



り、普通寄付を5000円以上に－ と言われまし

たが、人吉ＲＣはすでに6000円でクリアしてお

り安心しました。13年６月末の期合計は2720地

区で５番目に位置します。特別寄付で32.8％の

方でこの成績です。どうぞ皆さん宜しくお願い

致します。 

 最後に特別参加の伊久美理事にいきなり総評

を振られ米山記念奨学部門の研修会が終了しま

した。 

 地区の研修会、協議会に出席していつも思う

事は日頃の人吉ＲＣが如何に素晴らしい運営を

しているのかという事です。 

 

地区会員増強拡大委員会  委員長 中川貴夫 
 

 私は、今年度も地区会員増強委

員会・委員長を人吉RCの推薦を戴

き出向し、責任の重さを感じてい

るところです。 

 私の会員増強委員会は、地区広

報・IT部門と同じ大会議室にて14時から15時40

分まで開催させて戴きました。 

 私は今年度も3月19日（水）東京に出向き、

ホテルオークラ東京にて開催された会員増強維

持セミナーに参加してまいりました。その会議

の中で、会員増強に関するビデオを戴きました

ので一節のみを放映し、そのあと会員増強につ

いてのお願いをさせて戴きました。 

 私は、前回の例会を欠席いたしましたので、

広報委員会の石蔵委員長と重なる部分、また、

違った部分が出てくると思いますが、主に15時

50分からの本年度会計報告及び次年度予算報告

で問題になった所を報告させて戴きます。 

 まず、これを最初に頭に入れて欲しいのです

が、今年度の地区のガバナー・及び執行部も初

めてだからでしょうか？一生懸命されているの

だと思いますが、準備対応が少々遅いのが現状

です。……「それを言ったらお終いよ」とは言

わないで下さい。 

 ただ、私が思う事は、参考意見を言った時、

また、アドバイスをして頂いた時の執行部の対

応の受け方をしっかりして戴ければ（考えて戴

ければ）、大まかな所は、大きなロータリアン

の心で許して戴けるものと思っています。皆様

のご協力よろしくお願いいたします。 

 実は、問題になった所は、石蔵委員長より話

があったと思いますが、ガバナー月信の問題で

した。 

 当然、フロア委員より、「ガバナー月信を

データで事務局に送ると事務局でプリントアウ

トする。それによって各クラブの負担が大きく

なる。と言う事なのに、なぜ前期1,000円、後

期 1,000円合わせて 2,000円徴収するのです

か？」と言う事です。 

ロータリー財団部門報告 

   次期ロータリー財団委員長  

           宮原和広 

１．１人あたり150＄の寄付依頼 

 会員皆様の善意の寄付がロータ

リー財団の財源となっていますのでご理解の

程、協力宜しくお願い致します。 

２．地区補助金についての説明と活用 

 ロータリー財団補助金には地区補助金、グ

ローバル補助金、パッケージ･グラントの３つ

の補助金があります。今回は地区補助金を主に

説明があり、いろいろ規制がありますが、従来

より利用しやすくなりましたので是非活用して

くださいとのことでした。他の委員会と協力し

て計画したいと思います。 
 
３．地区補助金の申請と流れ 

 Ａ．１月の補助金セミナー参加 

 Ｂ．２月に地区とＭＵ（覚書）をかわす 

 Ｃ．３月に受給計画書提出 

 Ｄ．４月に地区補助金の申請 

 Ｅ．７月に地区補助金専用口座開設 

 Ｆ．地区への補助金送金依頼書送付 

 Ｇ．補助金が地区からクラブへ入金 

 Ｈ．翌年の３月事業実施 

 Ⅰ．４月に事業報告書を地区へ提出して完了 
 
このように１年をかけた計画になっているよう

です。 

 

米山記念奨学会部門報告  

     次期米山記念奨学委員長 葉山稔洋 

 各部門に分かれて始まった協議

会、初めて任命された米山記念奨

学委員会。この委員会の委員長に

は、大体パスト会長がつかれてい

たと記憶しているのですが、何故

私に・・・ 

宜しく頼むよと言って送り出してくれた鳥井エ

レクトでありましたが、やっぱり心配になられ

たのか米山の理事をお目付け役に頼まれ研修に

臨むことになりました。 

 新しい地区の秋吉部門長から挨拶があり、事

業の目的(米山記念奨学会は、将来母国と日本

との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な

留学生を奨学すること) そして、 [奨学生に

対してしてやってるでなく、させて戴いてい

る]そのような気持ちで臨んで戴きたい。と資

料に沿って進んだものの、一昨年片岡委員長の

時に奨学生チェン君を受入れ、傍からではあり

ましたが、理事会での対応など見聞きしており

ましたので大体の内容は、理解に苦しむ事はあ

りませんでした。 

 また、米山記念奨学会への寄付について、寄

付には、「普通寄付と特別寄付」の２種類があ



 く生きると言われますので祈念して寄付しま 

 す。                

・中川会員 大野熊本銀行支店長ようこそロー 

 タリークラブへ入会いただきました。 

 歓迎申し上げます。          

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

 ６～７年前のガバナー年度によって、500万

円以内で終わるときもあったそうです。しか

し、物価上昇また、内容の重さ、ページの多

さ、制作業者の違いで、あるガバナー年度で

は、とても逼迫しているようです。そして、

年々この傾向であるそうです。今年度は、特に

月信に力を入れていらっしゃいますのでオー

バーするのは間違い無いと思います。 

 その時期に、小山年度が、初めて取りかかる

ペーパーレスの方向でありますので、どれくら

の経費で済むのかが分からないと言う事であり

ます。それで今年度は、この金額（2,000円）

を出して戴きたいとお願いされました。但し、

一年行なってみると状況が分かるので月信費

は、下げて行くように努力するし、また、色々

なご意見を戴きたいとの事でした。 

 だだ、「これからの広報は、内部にでは無く

外部に広報していく事が必要である。」と変

わって来ている様に思います。（RIの方向性）

ITを使ってアピールしていく事を計画している

段階と思って戴きたいと言う事でした。（外部

広報強化費） と言う事で、ご協力をお願いし

たいと言う事であります。 

以上、地区研修・協議会の報告を終わります。

ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 

・大野会員 入会ご承認いただきましてありが 

 とうございます。ロータリーに早く慣れ、友 

 情を深め、活動して行きたいと存じます。宜 

 しくお願いします。         

・伊久美会員 熊本銀行大野支店長の入会おめ 

 でとうございます。         

・堤正博会員 本日熊本銀行人吉支店新支店長  

 の大野啓介さんが入会されます。どうぞ皆様 

 楽しいお付き合いを宜しくお願いします。 

                   

・渡辺会長 大野様、入会おめでとうございま 

 す。                

・井手幹事 大野支店長、ようこそロータリー 

 クラブへ、大歓迎致します。     

・大久保会員 熊本銀行人吉支店、大野支店 

 長、入会おめでとうございます。   

・武末会員 誕生祝いをいただきました。あり 

 がとうございました。        

・青木会員 大野支店長、ご入会おめでとうご 

 ざいます。             

・友永会員 早退します。       

 

【Ｒ財団委員会】 

・浅野会員 本日、寿陵の土地のお祓いを行っ 

 てきました。親父の墓と同じ青井さんの前の 

 高野寺に建立します。生前に墓を建てると永 

    今後の例会と行事予定 
 

４月２５日(金) 職場訪問例会  
   独立行政法人地域医療機能推進機構  

         人吉医療センター  
 

５月   ２日(金) 例会取止め  
 
５月 ９日(金) 通常例会・臨時総会 
 
５月１６日(金) 優良職員表彰式 
 
５月２３日(金) クラブ創立記念例会 

                      R情報 創立記念卓話 
 
５月３０日(金) 地域発展功労者表彰式      

                     外部卓話（人吉警察署） 
 
６月 ６日(金) 賀寿会 

                      あゆの里18時30分～ 
 
６月１３日(金) クラブ協議会 前半 
 
６月２０日(金) クラブ協議会 後半 
 
６月２７日(金) 最終例会 

 

 

５月 ５日（月） クリーン人吉運動 

        早朝清掃６時～７時 

        相良護国神社境内周辺 
 
５月１５日（木） 次年度委員長会 

        あゆの里18時30分～ 
 
５月１７日（土）天草中央ＲＣ30周年式典 
 
５月２４日（土） 宇城ＲＣ１０周年式典 
 
5/30(金)～6/3(火) 

  タイ アカ族 子供寮「夢の家」訪問 
  
６月１４日（土）日田ＲＣ50周年式典 

    

 
 詳しくは幹事もしくは.事務局へ 

 おたずねください。    


