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    ４月 雑 誌 月 間  

点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 
     
                     国 歌「君が代」 
             
                  Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  鳥井正徳会長 
   
    友好クラブ 国際ロータリー第2730地区 

            指宿ロータリークラブ 

   ＧＮ 大重勝弘 様                            

  50周年実行委員長    

      堀之内茂 様 

   会長 出口美冨一 様 

   幹事  小林義則  様     

     京田親志 様 

                          

桜井博英  様 
  
 
        会長 鳥井正徳 
 

 桜の花は満開を過ぎようとしていますが、学

校では入学式、会社等では新入社員の入社式が

行われ、いよいよ新しい年度のスタートです。

世の中は、グローバル化、少子高齢化、地方の

創生等々多くの難題を抱えていますが、少しで

もいいから明るい展望を期待したいと思いま

す。 

 そんな中で第2720地区ロータリークラブも、

地区大会、会長エレクト研修セミナーも終え、

来月10日の地区研修・協議会で、新しい年度の

準備方針が整うことになります。国際ロータ

リーでも世の中の変化に合わせ、いろいろ検討

されていますが、従来の特別月間が、昨年のＲ

Ｉ理事会で大きく変更されました。すでに御存

知の方も多いと思います（ロータリーの友２月

号）が、本日は確認の意味で特別月間の変更に

ついて申し上げたいと思います。 

 プリントを御覧ください。 
８月 会員増強・拡大月間         日本独自 

９月 基本的教育と識字率向上月間 

     （青少年育成月間）  ロータリーの友月間 

10月 経済と地域社会の発展月間        

       （職業奉仕月間）              米山月間 

11月 ロータリー財団月間 

12月 疾病予防と治療月間                           

       （家族月間） 

１月 職業奉仕月間              

      （ロータリー理解推進月間） 

２月 平和と紛争予防／紛争解決月間            

      （世界理解月間） 

３月 水と衛生月間             

      （識字率向上月間）  

４月 母子と健康月間          

       （雑誌月間） 

５月 青少年奉仕月間 

６月 ロータリー親睦活動月間  

   （親睦活動月間） 

 この変更については、ロータリー財団が強

調する６つの優先項目を中心に特別月間が構

成され、Ｒ１が財団に軸足を置く姿勢が更に

強まったとも言われています。今月は雑誌月

間ですが、新年度からはこの名がなくなり、

この４月は最後の雑誌月間となるわけです。

しかしその重要性から、ロータリーの友委員

会では、３月16日の会議で、次年度から９月

を「ロータリー友月間」と定め「10月の米山

月間」と同様に、日本独自で定めた特別月間

とされました。そんなわけで雑誌月間という

名はなくなりましたが、従来通りに友を読ん

でほしいというロータリーの友地区代表委員

の高山龍五郎さんからのメッセージも届いて

います。ロータリーの友は、昭和28年１月の

創刊以来、通巻746号を数え、創刊以来ロータ

リーの友の購読は義務づけられ、例会出席と

会費納入と共に会員の三大義務とされている

ことは御存知の通りです。友の購読を通じて



心よりお待ち申し上げております。本日は貴重な

お時間をありがとうございました。 

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁 

４月の誕生祝い ４月の誕生祝い   

 渡辺洋文会員    ２日   春木久江会員  ３日 

 原田知一郎会員  ６日  川越公弘会員   ９日 

 堤 正博会員  １５日  武末憲一会員 ２６日 

 大賀睦朗会員 ２９日  

ロータリー情報をより早く、より広く、より確実

に得て、会員の意識を高め、そしてロータリー情

報の普及を図ることは変わらないと思います。 

 本日は特別月間の内容にかなりの変更がありま

したので、新年度からのクラブ委員会活動の内容

についても、従来とは違った面が出てくることが

予想されますのでお話し申し上げました。 

 

   幹事 有馬宏昭 
 

【理事会の承認事項】  

①田上明仁氏入会承認→ロータリー情報委員長へ 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区ガバナー事務局から平 

 成27年4月のガバナー月信が地区ホームページに 

 掲載の連絡が届きました。 

②公益財団法人米山梅吉記念館から「賛助会員」 

 の入会登録及び「100円募金運動」の案内が届い 

 ています。賛助会員は1口3,000円で１年間の会 

 員登録です。郵便振替用紙は事務局にありま 

 す。お申し出ください。 

③指宿ロータリークラブから創立50周年記念式典 

 のご案内が届いています。 

   日 時：6月14日(日)14時～16時45分 

   祝 宴：17時～19時 

    場 所：指宿いわさきホテル 

  →鳥井会長へ 

④人吉市役所環境課から「クリーン人吉運動早朝 

 清掃」の実施及び協力依頼が届いています。 

   日 時：平成27年5月4日(月)朝６時～７時 

    場 所：相良護国神社（小雨決行）           

【回覧物】 

 公益財団法人米山梅吉記念館から第25館報 

 

【案 内】          指宿ロータリークラブ 

     創立５０周年記念式典ご案内 

 久しぶりに人吉へ伺いました。人吉クラブさん

とは友好クラブとして永くお付き合いをさせてい

ただいており、40周年記念の時には多くの会員さ

んにお祝いしていただきました。今は亡き赤池先

輩にもたいへんお世話になりました。 

 指宿ロータリークラブは鹿児島南ロータリーク

ラブをスポンサーとして昭和40年６月24日に加

盟、今年50周年を迎えることとなりました。これ

もひとえに皆様方の暖かい友情とご指導の賜物と

心よりお礼を申し上げます。 

 本日、創立50周年のご案内のチラシをお配りし

ております。創立記念の行事として、前日13日

(土)いぶすきゴルフクラブにおきまして記念ゴル

フ大会、14日(日)記念式典後、記念講演として、

指宿市出身でテレビ朝日コメンテーターとしてお

馴染みの三反園 訓氏に講演をお願いしておりま

す。是非皆様にお越しいただき、暖かい温泉地指

宿を堪能していただけたらと思います。会員一同

＊届け出欠席 安達・大野・中村・井手・原田・大賀・上田・外山 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 地区大会；片岡・北・小林清・宮原・水野・中川・中島・延岡 

      大久保・友永・鳥井 

本日の出席率 

会   員   数   63名   86.21% 

出 席 免 除  5名 3 / 2 0 出 席 率  81.03% 

欠 席 者 数 8名 補 填 数     11名 

出 席 者 数  50名 修 正 出 席 率   100% 

４月の結婚祝い ４月の結婚祝い   

 山賀勝彦会員   ３日  愛甲 康会員  ３日 

 堤 正博会員   ３日   大賀睦朗会員  ７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   村田武澄会員 ２９日 

 

ゴルフ愛好会 ３月例杯 ３月２９日 球磨ＣＣ

順 位 競技者名 OUT ＩＮ Total HDCP NET ド
ラ
コ
ン

70歳以上 69歳以下

肥後 伊久美寛志 竹長一幸優勝 水野虎彦 42 46 88 18 70

準優勝 塚本哲也 42 39 81 10 71 日向 岩本 泰典 北昌二郎

３位 伊久美寛志 55 54 109 36 73

４位 漆野智康 44 45 89 16 73 ニ
ア
ピ
ン

日向３ 塚本哲也

５位 浦田繁喜 51 45 96 20 76 日向７ 漆野智康

ＢＢ賞 岩本泰典 48 49 97 18 79
べスグロ

６９歳以下 塚本哲也

敢闘賞 板井英朗 51 49 100 16 84 ７０歳以上 浦田繁喜
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【報 告】        

        2015～2016年度  

       会長エレクト研修セミナー報告 
 
            会長エレクト 延岡研一 

    期 日； 2015年3月28日(土)～29日(日) 

    場 所； ホテル日航熊本 
 
１.2015～2016年度 ＲＩ会長テーマ 

 ＲＩ会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ コロンボロータリークラブ会員） 

 （テーマ）「世界へのプレゼントになろう」   

  （Be a gift to The world） 

２.2015～2016年度地区スローガンとガバナー方針 

  ガバナーエレクト  

  野田三郎 （熊本南ロータリークラブ会員） 

（スローガン） 

「ロータリー活動を通して、新たな気づきを、そ

して自己の成長へつなげよう」 

（ガバナー方針） 

①ロータリーの哲学であるObject Ob Rotary の 

 浸透を図る 

②奉仕活動に参加することで、知り合いを広める 

 機会をつくる 

③RI2720地区の将来ビジョンを描く 

④次の世代を担う青少年奉仕活動に注力していき 

 たい 

⑤2015～16年度の新たな取り組み 

 ・台湾地区との姉妹締結（RI3480地区） 

 ・IA海外研修事業（RI3480地区8月初旬に予定） 

３.研修内容 

・先ずは、挨拶や参加者紹介等が実施されまし

た。13年の規定審議会において、ガバナーノミ

ニー・デジグネートという肩書ができて永田壮一

氏（熊本城東RC会員）が紹介されました。このデ

ジグネートは、2013年手続要覧177ページ、国際

ロータリー細則13条（13.010）ガバナーノミニー

の選出で「地区は、ノミニーを、ガバナーとして

就任する日の直前24カ月以上36ヶ月以内に選出す

るものとする。選出されたロータリアンは、「ガ

バナーノミニー・デジグネート」という肩書を担

い、ガバナーに就任する2年前の7月1日にガバナー

ノミニーの肩書を担うものとする。」とありま

す。 

・その後、会長就任にあたっての心構えや、地区

の各部門の説明等があり初日の研修は終了。 

・夜は親睦交流会が盛大に開催されました。 

・二日目は、中川貴夫RLI委員長主催で「クラブを

活性化させるために取り組むことは」をテーマに8

グループに分かれてグループ討議が行われ、発表

者を逃れてほっとしていたのですが、実は嫌な予

感もしていて、その後会長エレクト３名による決

意表明発表で、有難くも中川委員長にご指名を頂

き、決意発表させていただきました。 

・その後、地区のグループ毎の会議が行われ、芦

北RCの本田ガバナー補佐エレクトから、３点あり

ました。 

①ガバナー公式訪問が7月29日（水）人吉中央、30

日（木）多良木、31日（金）人吉で行われるの

で、３クラブ合同でのガバナー歓迎会を行いたい

がいずれの日にするかは、ガバナー事務所と調整

の上決定したい。ということなので、お任せした

いと思います。 

②ＩＭの実施要領で希望があるか、たとえば、講

演会と討論形式、講演会後のうた瀬船交流など、

ですが実施曜日は日曜日を考えています。 

ということですが、どうこう言わずに本田さんに

お任せしようと思っています。ご意見、ご要望が

ありましたらお知らせください。 

③2016～2017年度のガバナー補佐を7月までに決め

てもらいたい。ということなので、本田会長ノミ

ニーと打ち合わせの上、決めていきたいと思いま

す。 

といったように、充実したセミナーでした。 

なお、会員数20名未満のクラブが12クラブあり、

会長経験者の会長エレクトが20名以上いたのには

ビックリしました。人吉クラブは恵まれています

が、甘えることなくがんばっていきますのでよろ

しくお願いします。 

 

【報 告】          平田フク会員            

  2720地区大会（3/21-3/22） 

  人吉ロータリークラブ人吉ナイト報告  
 
 幹事さんから、先月行なわれました大分地区大

会での「懇親会、人吉ナイトの報告」をお願いし

ますと頼まれました。先週は本田会員さんから大

会の会議の方の報告がなされましたので、私はそ

れ以外の感想をお引き受けし、報告させていただ

きます。宜しくお願いいたします。 

 先ずは、行きのバスの中の様子から報告いたし

ます。21日(土)、北会員のつばめタクシー中林町

の車庫に朝７時15分集合で30分に出発でしたが、

ちょっとしたハプニングがあり、少し遅れての人

吉出発となりましたが、お天気にも恵まれて、一

路大分へ。これまでの地区大会ではバスの中で

も、ドンチャン騒ぎ、というほどではなかったで

すが、結構、飲んで、食べての道中だったので

は、と記憶しておりましたが、今回は、行きは

ビール１缶だけ！とのことで、真面目なバスの中

でした。バスに乗って３時間半あまり、ようやく

大分市が見えてきました。１日目の昼食は、本田

会員のひまわり亭のお弁当が準備してありまし

た。別府湾サービスエリアでバスを停め、別府湾

の海岸線を眺めながら、ひまわり亭の季節のお野

菜を使った、体にやさしい、美味しいお弁当を皆

さんでいただきました。ごちそうさまでした。ぽ

かぽかとうららかな天気というより、結構汗ばむ

ほどの気温で、サービスエリアでは、佐伯イン

ターチェンジから～蒲江インターチェンジ間の開



通を祝っての全線開通記念イベントが行なわれて

おり、連休ということもあってか、家族連れでた

いへんにぎわっていました。 

 さて、会場に着き１日目の会議がはじまりまし

たが、途中、眠たくて、眠たくて、困ってしまい

ました。一日目がやっと終わり、楽しみの人吉ナ

イトの時間です。会場は、ホテルからゆっくり歩

いて10分ほどのところにある民芸風の居酒屋で、

お店の中はお客さんで溢れてガヤガヤと賑やかで

した。会場は木の階段をのぼりつめた３階のお座

敷で、参加者28名が、ぎりぎり座れるくらいのス

ペースでした。鳥井会長のあいさつ、伊久美パス

ト会長の乾杯のご発声でお待ちかねの人吉ナイト

宴のはじまり。ナベ奉行の方に ふぐちり鍋を仕

切っていただきながら、ふぐ刺し、唐揚げ、次か

ら次と美味しい“フグ”が出てきました。わたし

ではありませんよ。他にも、関サバ、関アジ、と

り天など大分の郷土料理が出てきました。飲み放

題のお酒も皆さんどんどんすすんでいき、生ビー

ル、酒、焼酎、ワインにチュウハイ、これでも

か！これでもか！と次々に運ばれ、おなか一杯に

なってしまいました！ 出席の出来なかった会員

さん、本当に残念でしたね。 

 そして、楽しい人吉ナイトも２時間ほどで終了

し、その後は各自思い思いの二次会、三次会へ。  

 私たちは15名ほどで、宿泊ホテル一階の朝食会

場ともなっている居酒屋に場所を変え、ワイワイ

言いながら、更に楽しい時間を過ごしました。鳥

井会長、伊久美パスト会長のおごりでした。ごち

そうさまでした。あとで聞いた話では、ある人た

ちは一人6000円以上取られて、女性は10分もそば

にいなかったとか。ぶーぶー言って帰って来られ

たそうです。またあるグループは、別府までタク

シーで行かれたそうですが、場所がわからず、ず

いぶん歩かれたとか。でも足の悪い人が一番元気

が良かったとか、何か良いことがあったのかな～ 

翌日は杖もいらない歩きぶりでした。 

 大会２日目も無事終了、帰りのバスは人吉へ、

昨日の別府湾サービスエリアで昼食のお弁当をい

ただき、途中、休憩をとりながら帰路に着きまし

た。  

 この報告で楽しさがわかっていただけたでしょ

うか。地区大会は参加しないとその楽しさはわか

らないと思います。私の場合は人吉ナイトを楽し

むだけに出席しているようなもんです。会議中

は、２日間とも眠くて眠くて、申し訳なく思って

います。 

 新しい会員さん、ぜひ、参加してください。 

 地区大会は普段例会で見ることのない、お互い

を知る機会だと思います。同じ時間を過ごすこと

によって少しではありますが、共有できる価値観

もあるのではないかと思います。鳥井会長がおっ

しゃる、誇りとチームワークも、このような行事

に参加しながら、すこしづつ形成されていくので 

はないかな、と感じました。昼の顔と夜の顔が皆

さん違いますから！本当に楽しいですよ。ロータ

リー大好きです。 
 
【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・指宿ＲＣ様 本日は指宿より６名で訪問させて 

 いただきました。６月14日の50周年記念式典 

 ならびに前日の指宿ゴルフクラブでのゴルフ大 

 会もたくさんの出席をお待ちしております。 

 本日はお世話になります。        

・鳥井会長 指宿ＲＣの皆様、ようこそおいで頂 

 きました。50周年記念を楽しみにしています。              

                     

・武末会員 誕生祝いありがとうございました。 

 指宿ＲＣの皆様ようこそありがとうございま 

 す。                  

・有村会員 指宿ＲＣのご来訪を歓迎いたしま 

 す。指宿秀水園の京田様には旅館業界の九州地 

 区の代表としてお世話になっておりますので50 

 周年記念には参加したいと思います。           

・大久保会員 本日の紀里谷和明氏の特別講演 

 会、会員皆様方のご協力を宜しくお願いしま 

 す。                  

・堤正博会員 結婚記念日のお祝い、誕生日のお 

 祝いをいただきました。ありがとうございま 

 す。本日が結婚記念日です。       

・水野会員 ３月のゴルフで優勝することができ 

 ました。冬用のインナーでは暑かったので汗を 

 かきました。頭の粉が心配でした。出来ました 

 ら賞品は日本銀行券で頂きたかったです。あり 

 がとうございました。          

・戸高会員 結婚祝いありがとうございます。当 

 日まで忘れないように心がけたいと思います。 

                     

・岩本会員 姪を迎えに鹿児島空港へ行きますの 

 で早退します。             

・石蔵会員 所用の為、途中退席いたします。 

                     

【Ｒ財団委員会】 

・大久保会員 同上            

【米山記念奨学委員会】 

・齊藤会員 ４月１日より次男裕毅が新入社員と 

 して当社に入社いたしました。薬学部6年、大学 

 院２年、やっと肩の荷を半分下ろしました。ま 

 だまだ新人薬剤師でもあり、皆様のご指導をお 

 願いいたします。            

・葉山会員 先週例会を欠席しましたのでよくわ 

 かりませんが、多分報告なされたと思います 

 が、米山記念奨学の部で人吉ＲＣがトータル 

 2,000万円を超え表彰されました。これも皆様の 

 お陰であります。米山奨学の委員長として寄附 

 します。                

・伊久美会員 毎週行なっています特別寄附をい 

 たします。               
 
      点 鐘  鳥井正徳会長  


