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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子委員 

       
   

    国 歌「君が代」 
            
   Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 

 

 

 

 
 
司会･進行    葉山稔洋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介  延岡研一会長   
            
   RID2570 新狭山ＲＣ会長  東 喜代雄 様 

   人吉ＲＡＣ・人吉ＲＣ会員家族の皆さん 

 

 

 

    会長 延岡研一 

  

 人吉ＲＣ会員の春木久江

様が、８月７日に69歳の若

さで急逝され、16日に葬儀

が執り行われました。 

 ８日９時過ぎだったで

しょうか、片岡さんから連

絡を頂き、耳を疑いまし

た。その後、ＲＣとして、片岡さんに喪主で住

職のご長男春木顕様との調整を取っていただ

きましたが、保育園関係だけでも弔辞等長く

なるのでＲＣはじめ他の団体からの弔辞はご

辞退という事になりました。片岡会員には大

変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

 春木久江様は今年１月30日に入会されまし

た。先立たれたご主人とお父様も人吉ＲＣの

元会員でしたが、入会時の挨拶で、「父も主

人も二人とも、ロータリアンとしての誇りを

持ち、皆様の仲間であることを喜びに過ごし

ていた」と振り返られ、ご自身も同じ思いが

味わえるよう、楽しめるようになりたいと

仰っておられました。そして、その言葉通り

に、毎週の例会に欠かさず出席をし、ロータ

アクトの例会にもそのほとんどに出席して頂

き、亡くなられた前日のアクト例会にも出席

して頂いており、突然の訃報に只々呆然とす

るばかりでした。 

 当クラブとしても、本年度は職業奉仕の副

委員長として、下田委員長と共に、リーダー

シップを発揮して頂こうと思っていたところ

ですし、本田副会長も「来年は、青少年育成

の委員長として、同じ年、古稀のお祝いコン

ビの平田アクト委員長と一緒に二人三脚で頑

張ってもらおうと思っていたのに」と仰って

ました。つくづく残念でなりません。 

 人吉新聞のお悔みの記事での経歴紹介を拝

見し、あの小さな体に秘められたとても大き

なパワーに驚きを隠せませんでしたが、軽自

動車の車体に3000ccのエンジンを載せてのパ

ワフルな運転で、相当お身体に負担がかかっ

て、知らず知らずの内に疲労が蓄積されてい

たのではないでしょうか。 

 春木家にとりましては、人吉ＲＣ60周年を

前に、３名の物故会員となりました。会員在

通算２８５７回 第７例会 
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籍の長短はあれ、人吉ＲＣ60年の歩みの中で掛

け替えのない方々でした。 

 ここに改めまして、春木久江会員のご冥福を

お祈りしますと共に、我々自身、ロータリアン

としての誇りを持ち、ロータリアンの仲間であ

ることを喜びとして、真実・公平を見定め、好

意と友情を深め、みんなのためになる、ロータ

リーの贈り物を届けていきましょう。 
 
 明日は、熊本‘05福祉ＲＣ10周年に伊久美会

員、中島会員、中川会員、水野幹事の４名で参

加して頂きます。よろしくお願いします。 

 また、10月４日の別府北ＲＣ50周年のご案内

も先日FAXで送信しておりますが、多くの会員

に登録して頂きますよう重ねてお願いします。 

 
 
 
    幹事 水野虎彦 
 

【持ち回り理事会承認事項】 

「熊本結婚相談室出会いパーティー開催」 

 名義貸し後援の件→承認 
 
【連絡事項】 

・地区Ｒ財団セミナー開催案内 

 日時：平成27年９月１９日(土)13時～ 

 場所：熊本市国際交流会館 

 延岡会長・本田副会長・宮原Ｒ財団委員長へ 

・人吉市より人権講演会「命を大切にする心」 

 開催の案内 

 チラシ配布、ポスターを掲示しています。 

・公益財団法人米山梅吉記念館より賛助会員入 

 会と100円募金運動、秋季例祭の案内 

 米山記念奨学委員会山賀委員長へ 

【回覧物】 

 米山梅吉記念館 官報26号 

 指宿ＲＣ週報  

【例会の変更・取り止め】 

指宿ＲＣ8/25→例会場所変更 今林会計事務所 

 
  
   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

【来訪者挨拶】   埼玉県 新狭山ＲＣ 

             会長 東 喜代雄 様 

 

 旅の途中で参加させて頂

きました。  

 今後とも宜しくご指導下

さい。  

 

 

 

 

 

【青少年育成委員会】  委員長 井手富浩 

 RI2720地区ガバナー事務所・RILA委員会よ

り、RILAセミナー受講者募集案内がございま

した。人吉からは安達地区RAC委員長・地区Ｒ

ＬＩ中川委員長が研修リーダーとして参加さ

れます。尚、受講者対象年齢は19歳～30歳で

ロータリアン企業の社員、あるいは組織や地

域社会のリーダーに興味のある方です。人吉

RACからも４～５名受講します。 

 定員40名にまだ達しておらず、再度募集さ

れております。会員の皆様の事業所におい

て、将来の幹部候補、または若い社員の研修

にぜひご利用頂きますようお願い申し上げま

す。 

 日 時；9月12日(土)10:30～13日(日)12:00 

 登録料；1,000円 

 

【国際奉仕委員会】   委員長 有村隆徳 

 ８月10日、人吉ＲＣから台北稻江(ﾀｵﾁｬﾝ）Ｒ

Ｃへ台風13号のお見舞文書を送りました。 

12日に稻江ＲＣより返事が届いておりました

ので報告します。 

 

早速のお見舞い、ご芳情ありがく厚く御礼申し

上げます。この度の当地の13号台風は報導によ

れば、その風雨の強度は史上第二位を極め、山

地間に幾多の土砂流をもたらしましたが、思っ

たより住民に対する被害は軽微とのことでし

た。特に当クラブの所在地台北市内では、樹木

約4000株余りが被害に合い、それに看板、屋根

等にも損傷を来たしましたが、被害は右程大き

くなかった模様です。 

つきましては、当クラブ会員の家族、そして会

社、住宅等すべて無事でした、何卒ご放心下さ

れ度。 

以上、まずは状況ご報告かたがた、御礼まで。 

 
  
  それから、７月に韓国慶山(ｷｮﾝｻﾝ)ＲＣへ新

年度役員紹介挨拶と今年度予定しております

第14次姉妹締結調印について、来年の国際大

会の参加スケジュールに合わせてお願いした

いとの文書を付けて送りましたが、返事が来

本日の出席率 

会   員   数   64名   79.60% 

出 席 免 除  5名 7 / 3 1 出 席 率 81.66% 

欠 席 者 数 12名 補 填 数     12名 

出 席 者 数  47名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 青木・伊久美・川越・内藤・中川・中村 

       大野・岡・田上・外山・渡辺・山賀  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山, 丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 次年度委員会合；浅野・板井・丸尾・井手・内藤・中島・原田 

 ＳＡＡ･親睦家庭集会；安達・有馬・井手・石蔵・原田 

  



 3 

ていません。９月電話連絡をとりたいと思いま

す。以上です。 

 

【雑誌委員会 ロータリーの友８月号紹介】     

           紹介者 竹長一幸委員長 
    
 ロータリーの友８月号の見ど

ころを紹介します。横組のペー

ジより、表紙はカマスの仲間で

ブラックフィンバラクーダとい

う種類だそうです。千葉県の八

千代ロータリークラブの方がパ

プアニューギニアでスキューバダイビング中に

撮影したそうです。 

 Ｐ３にRI会長よりメッセージが掲載されてい

ます。今月のメッセージは「最高でなければ良

いとはいえない」と言う見出しで、デンマーク

のレゴブロックで有名な「レゴ社」の創業者が

息子に教えた品質の大切さについての話を例に

挙げて、「ロータリーが提供する製品とは、教

育、水、保健、平和、希望、そして人生そのも

のです。私たちの仕事は最高でなければ良いと

は言えないのです。世界へのプレゼントになる

為に最善を尽くすことを忘れないでくださ

い。」と呼びかけています。 

  ８月は会員増強・拡大月間です。Ｐ７～Ｐ16

まで特集が組まれています。 

  まずは仲間を増やす為に現状を知る事が大事

と言う事で、色々なデータが紹介されていま

す。 

 Ｐ８には世界主要都市での1クラブ当たりの

平均人数とその中での女性の割合を集計された

ものです。日本は１クラブ当たり平均39人で女

性は5.34%だそうです。ちなみに我人吉ロータ

リークラブは会員数64名と言う事で平均を大き

く上回っています。女性会員数は4名で全体の

6.25%になり、こちらも平均値を上回っていま

す。 

 Ｐ10には日本全体の会員数の推移が棒グラフ

で紹介されています。ピークは 1996年で

130,982人でしたが、年々減少し現在では

87,380人となっています。それでも国別ランキ

ングでは１位アメリカ、２位インド、に次いで

３番目に会員数が多いと言うデータが紹介され

ています。 

 Ｐ11には会員を増やす為の方法として、会員

候補を招待して行う特別例会「オープンロータ

リー」を開催したクラブの事例が紹介されてい

ます。会員候補として11名が参加し、そのうち

4名が入会されたそうです。 

 Ｐ12～Ｐ16では、ちょっと変わった例会の食

事エピソードが紹介されています。食事の内容

から経費削減の方法まで、さまざまな工夫を凝

らしているクラブの例会での食事エピソードを

写真入りで紹介されています。 

 縦組の方からは、表紙は徳島の阿波踊りの

写真です。この写真は去年撮影されたそうで

すが、今年も先週8月12日から16日までの4日

間開催されたそうです。 

 Ｐ4～Ｐ8までは「出会い、感動、夢への挑

戦！」という見出しで、下関市教育委員会教

育長の波佐間様の講演の内容が紹介されてい

ます。下関市では「学校と地域を絆でつな

ぐ」をキーワードに色んな活動をされている

そうです。その活動の内容が紹介されていま

す。サブタイトルにあるように、人との「出

会い」によって、子どもは変容します。 

「感動」することによって子どもは成長しま

す。さまざまな「体験」をすることによっ

て、自分自信の「将来の夢」を、子ども達は

描き始めます。というような内容で講演され

ています。 

 Ｐ９～Ｐ12の「わがまち・・・そしてロー

タリー」では、友好クラブがあります指宿市

が紹介されています。指宿市では4月後半から

10月までクールビズの替わりに「アロハ宣

言」をするそうで、市民の制服がアロハシャ

ツになるそうです。観光の目玉としては「蒸

し風呂」や毎年１月に行われる「菜の花マラ

ソン」が紹介されています。先日行われた指

宿ロータリークラブ創立50周年記念式典の写

真が掲載されています。その中で12ページの

右下の写真には鳥井前年度会長も登場してい

ます。他にも行かれた方はどこかに写ってい

ないでしょうか？ 

 最後に、横組のP47には今月号から始まる新

しいコーナー「パズルdeロータリー」として

クロスワードパズルが載っています。 

問題を解くとロータリーに関する答えが出て

来ます。ハガキに答えを書いて応募すると抽

選で10名の方にロータリーの友ロゴ入りオリ

ジナルペンが当たるそうです。私も挑戦して

みましたが何とか解けました。みなさんも時

間がある時にぜひチャレンジしてみてくださ

い。以上でロータリーの友８月号の紹介を終

わります。 

 

【来訪者より案内】 

  

      村上 恵一様                        

      山崎 歩 様 

 

 映画「スクール・オブ・ナーシング」 

     特別上映会開催の案内 

  ８月２３日(日)人吉市カルチャーパレス 

  開場１８時、開演１８時３０分 

  チケット；大人1,000円 小人500円 
販売；きじ馬スタンプ会・人吉駅MOZOKA STATION 

     人吉商工会議所・ひとよし森のホール 
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【ニコニコ箱委員会】  副委員長 山田仁法 

・埼玉県2570地区  埼玉県新狭山ＲＣ 

  東喜代雄会長 旅の途中で普段着で失礼しま 

 す。今後ともよろしくご指導ください。 

                   

・延岡会長 東喜代雄様、本日はようこそおい 

 で下さいました。本日は納涼家族会、ロータ 

 リアンはホストとしてご家族にご奉仕下さ 

 い。                

・岩本会員 東喜代雄先輩のご来訪ありがとう 

 ございます。            

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上           

【米山記念奨学会】 

・延岡会長 同上           

 

 

     点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

  司会進行：親睦委員会 原田知一郎委員長  

 

 

会長挨拶           延岡研一会長 

 まだまだ暑い日が続いていますが、今日は、

会員、家族、そしてロータアクト、総勢100名

を超える方々に参加して頂きました。本当にあ

りがとうございました。 

 戦後70年の節目の年を、こうして家族や地域

の仲間たちと平穏に迎えられることに感謝する

とともに、この平和と安寧の時が何時までも続

きますよう願っています。（と、天皇陛下のお

言葉みたいになりましたが） 

私の本年度のスローガンは、「ロータリーの贈

り物を届けよう －先ずは自分自身に、そして

周りの人達に－」です。今日は、ロータリアン

から家族へ、そしてアクトメンバーへの夏の贈

り物です。十分に楽しんでいただきたいと思い

ます。親睦委員会の皆さんにはお世話になりま

すがよろしくお願いします。 

 

乾 杯 

 武末憲一 

  パスト会長 

 

 

 
 

  納涼家族会 
  清流山水花あゆの里 19時開会 

 ウチの家族です！ 

ゲームコーナー 

ラムネ早飲み 

瓶ビールストローde早飲み 

 閉 会 

 本田 節 会長エレクト 


