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        会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。始めに

来訪者の御紹介を致しま

す。多良木ＲＣ藤岡孝教50

周年実行委員長と松下正壽

総務副委員長です。皆様に

は先頃御通知させて頂きま

したが、本年４月14日(土)に開催されます 多

良木ＲＣ50周年の御案内においで頂いており

ます。後ほど御挨拶頂きます。御来訪ありが

とうございます。 

  これより会長の時間の時間とさせて頂きま

通 算 2 9 7 3 回 

2 0 1 8年 3月 9日 

第 2 9 回 例 会 

すが、まずは、多良木ＲＣ50周年についてで

す。多良木ＲＣは当クラブの10周年記念事業

の一貫として、昭和43年３月14日に当クラブ

がスポンサークラブとなり、堤 正博パスト会

長の御父上 堤 治助氏を特別代表として発足

されました。我人吉ＲＣにとり、スポンサー

クラブである熊本ＲＣと共に最も縁の深いク

ラブであります。昨年の当クラブ60周年の折

にも全員登録、そして、20名以上の参加、出

席を頂き、花をそえて頂きました。そこで、

当クラブからも答礼として、本日の理事会で

全員登録する事を決議して頂きました。ま

た、より多くの参加、出席を得る為、送迎バ

スを準備する事にしました。AM 11時頃にバス

の集合場所に来て頂ければ、式典、記念講演

の「あさぎり町須惠文化ホール」へ そして、

祝賀会場の「パルティール福寿庵」へ また、

終了後は、人吉市内の二次会まで一気通貫で

送迎させて頂きますので、是非多くの会員の

皆様の参加を宜しく御願い致します。 

  次に御報告となりますが、先日２月24日

(土)八代ＲＣの60周年が開催されました。当

クラブの60周年にも19名の登録を頂いており

ましたので、会員の皆様の御協力を得て、20

名の登録で出席してまいりました。会場は

「セレクトロイヤル八代」で、総勢500名を超

える参加者の中、14時30分点鐘、記念式典、

記念講演会、祝賀会と続きましたが、県下で3

番目の発足、クラブ会員数では2番目の八代Ｒ

Ｃにふさわしい盛大でメリハリのあるすばら

しい周年式典でした。特に「Think Globally 

Act Locally」、考えは地球規模で、取り組み

は足元から～ポリオ根絶に向けて、今できる

ことを～と題しての小出 史氏の記念講演で

は、小出さんからがこれまで取材等を通し

て、深く関わってこられた３つのことがら、1

つ目が、当クラブのチャレンジカップにもつ

ながってまいります、知的障害者のＳＯ（ス
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ペシャルオリンピック）。２つ目が、天草の天

然塩を世に知らしめること。そして、３つ目

が、講演のメインテーマであるポリオ根絶につ

いてでした。日本でのポリオ発生時、ソ連から

1,000万人分のポリオワクチンを提供して頂い

たこと。そして、その後のポリオ撲滅に関わる

多くの人達の募金活動を中心とした努力とその

継続のお話、ポリオワクチンは子供達１人、口

から２適、８円でその予防につながります。そ

してなによりも、ロータリーの世界的大事業で

あります「ポリオプラス」との関わりのお話で

した。ポリオプラス活動は、その金銭的な大き

さもさるとこながら、ロータリアン自身が及び

ロータリアンファミリー等が、直接現地におも

むき、現地の人々と協力しながら、未接種の子

供達を探し、直接ワクチンを接種したり、その

フォローをする（例えば熊本南ＲＣ等）ポリオ

根絶に向けた地道で継続的なすばらしい事業で

す。 

  その成果は、現在 99.7％の達成率です。あ

と0.3％（国としては、パキスタン、アフガニ

スタン等）の壁をはばんでいるのが、戦争では

ありますが、今後も全世界のロータリー活動の

一つの柱であり続けます。「ポリオの根絶」と

いう大きな目標に向って、クラブとしても、

ロータリアンとしても出来る事を続けてゆく事

が大事だと思いました。 

  また、当日思わぬハプニングがございまし

た。前日送別会を開かせて頂いた当クラブの米

山奨学生 王 辰寧さんが乗る予定だった高速バ

スが満員で乗車できなかった為、八代ＲＣの60

周年に行くバスで八代駅まで送る事になったの

ですが、御本人も当日は予定がなく、熊本に帰

るだけという事でしたので、昼食を共にし、登

録のあきもありましたので、一緒に式典、講演

会、祝賀会まで参加してもらいました。私達に

とっても半日間の意義のある時間を共有する事

ができ、彼女にとっても、ポリオの講演等、日

本留学最終番の良い思い出になったのではない

かと思います。「モモちゃん」ありがとうござ

いました。 

  さて、３月は「水と衛生月間」となっており

ます。本日は環境保全委員会の担当例会となっ

ております。また、環境保全委員会には、本年

度 国際ロータリー イアン・ライズリー 会長

の提唱されました「4/22（アースデー）までに

一人のロータリアンが１本の木を植えること」

の事業も御願い致しております。浅野委員長に

は、お手数をおかけしますが、宜しく御願い致

します。 

  最後になりますが、来週3/16.17は、地区大

会です。前日からの４名と本会議からの会員及

び御夫人を含めまして、総勢46名の登録を頂き

ました。ありがとうございます。 

  本会議のメインイベントである「熊本・大分

地震復興へのあゆみ」の中でガバナー特別賞を

受賞致しました「命のロータリーキッチン

カー」事業の、本田直前会長の発表もございま

すし、恒例の「人吉ナイト」も予定しておりま

す。多くの皆様で地区大会を楽しみたいと思い

ます。宜しく御願い致します。 

これで会長の時間を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 
      

 

           幹事  石蔵尚之 
 

（理事会承認事項） 

・多良木RC創立50周年（4月14日）、熊本南RC 

  創立60周年（6月16日）につきまして全員登 

  録と致します。昨年の人吉RC60周年では両ク 

  ラブから全員登録を頂き、答礼として多くの 

  ご参加をお願いします。 

（連絡事項） 

・ロータリーレートは、3月より1ドル108円と 

  なりました。 

・2018年度地区補助金査定基準が決定致しまし 

  た。 

・東京ＲＣ会員の熊平雅人様より今年も冊子 

 「抜萃のつづり」が届きました。 

・訃報。地区1986～1987年度ガバナーの姫野隆 

  喜様（大分中央ＲＣ）が3月5日にご逝去され 

  ました。享年95歳。昨日、お別れ会が執り行 

  われました。→掲示 

・3月17日の地区大会本会議におきまして復興 

  プロジェクト発表、ガバナー特別賞の授与式 

  の連絡。本田キッチンカー管理運営委員長、 

  井手会長に登壇していただきます。 

・会長ノミニー研修セミナーが5月19日（土） 

  ホルトホール大分で開催されます。水野ノミ 

  ニーにお渡しします。 

・4月7、8日開催の民謡民舞九州地区大会入場 

  券購入の依頼。 

・第15回ひとよし温泉春風マラソン（2月18 

  日）の協賛お礼。→掲示 

・回覧物。指宿ＲＣ週報、青少年育成県民会議 

  広報誌、人吉医療センター広報誌「翔」、米 

  山記念奨学会「50年のあゆみ」。 

・くにさきＲＣより、幹事交代及び事務局移転 

  のお知らせが届きました。→掲示 

・例会変更と取り止めのお知らせ。→掲示 

・来週16日の例会は取り止め。同日より井手会 

  長、石蔵幹事、有馬エレクト、中川地区RLI 

  委員長は会議及びセミナーに参加します。 

  17日の本会議にはご夫人、アクトを含めて46 



  名にご登録をいただきました。バスご利用の 

  方は7時50分、中林町のつばめバス車庫にご 

  集合をお願いします。 

 

【多良木ＲＣ創立50周年記念事業案内】 

 

 実行委員長  藤岡孝教様 

総務副委員長 松下正壽様 

 

 

 

 〈記念式典〉 

     会場：あさぎり町須恵文化ホール 

     日時：４月１４日（土） 

            登録12時～記念式典13時～   

     記念講演 14時30分～ 

     講師 東海大学副学長･全日本柔道連盟 

     山下泰裕氏 「人生の金メダルを目指して」 

 〈祝賀会〉 

     会場：パルティール福寿庵 

           開宴 17時30分～ 

     登録料；会員10,000円 同伴8,000円 

      

 

    委員長 原田知一郎 

 

【親睦委員会】              委員長 平田フク 

 

 

 

 

 

 

【環境保全委員会】 

            水と衛生月間卓話 

         「 地球温暖化について 」 

 

                           委員長  浅野 強 

  人吉ＲＣ環境保全委員会ができ

たのは25年前1993年～94年度でし

た。クラブ年度37年度から当時日

本は冷夏や豪雨は被害が発生して

いました。本日の内容は地球温暖

化についてです。 

 

 いつから地球温暖化が問題になったのか 

・1970年に人類共通の課題として意識され、国 

  連人間環境会議なるものが開催。 

・それから20年後、1992年に地球温暖化や砂漠 

  化が国際的な取り組みとなった。 

   正確にはこれからだと思います。丁度委員 

   会が出来た年度と合致します。 

・1997年には京都で地球温暖化防止会議が開か 

  れ、先進国の排出目標が設定された。 

・2015年にパリ協定で新しい国際ルールが発行 

  される、全ての国が対象となる。 

・2017年米国のトランプ大統領が協定からの離 

  脱を表明。世界から、自国アメリカでも環境 

  保護団体から猛反発を受けています。 

 

  ここからは丁度、先々週の日曜日2月25日の

日曜日にＫＫＴテレビで『そこまで言って委員

会』の番組で、地球温暖化で討論議題になって

いましたので、討論の内容を紹介します。 

  内容は、気象学者蓬莱氏の温暖化は進んでい

るとの意見に対し明治天皇の玄孫竹田氏の進ん

でいないとの反論の話です。 

              

  

 

 

 

  日本の気象庁は地球温暖化は進んでいるその

原因はＣＯ２排出が最大の要因である。 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  68.25％ 

欠 席 者 数 20名  2 / 2 3 例 会 64.52％ 

出 席 者 数 42名 補 填 数 2名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 67.74％ 

＊届け出欠席   宮﨑・竹長・宮原・延岡・有村・北・本田・中村 

               加登住・漆野・板﨑・和田・尾上・小林清・大賀 

               丸尾・渕田・岩下・小林祐・山本  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   2/23 人吉RAC例会; 武末 

                 2/24 八代RC60周年；伊久美 

３月の結婚記念祝い 

      外山博之 会員     3日    有村隆徳 会員  26日 

      宮原和広 会員    30日  

３月の誕生祝い  

     石蔵尚之 会員   2日     外山博之 会員  6日 

     板﨑幸範 会員   8日     有村隆徳 会員  12日 

     中島博之 会員  17日     宮﨑智弘 会員  17日 

     岩下幸司 会員  20日     後藤竜一 会員  24日 



  200年前の産業革命で化石燃料をエネルギー

として活用が始まり、大気中のＣＯ２が急激に

増えて、温室効果の原因となり地球温暖化が進

んでいる。 

  現在ＣＯ２排出が一番多いのは、火力発電で

日本の電力の30％をカバーしている。 

 福島原発事故以来原子力発電が殆どストップ

しており、安定電力を確保するにはやむを得な

い処でもあります。 

  原発が安全なら環境にやさしいエネルギーで

あると言えますが、使用済み燃料の処分の仕方

次第で、将来の環境不安は残る。 

地球にはいろんな問題がある 

 ・南極北極の氷河減少 

 ・オゾン層破壊 皮膚がん 

 ・食料問題 

 ・砂漠化 

 ・水質汚染   

 ・異常気象  

 ・酸性雨  

 ・熱帯雨林の減少 

 ・生物種の絶滅 

 

ライズリーＲＩ会長提唱 

2018年4月22日のアースデーまでに一人一本の

植樹を行い地球温暖化のスピードを和らげま

しょう。『この取り組みで１２０万本の新しい

木が植えられ環境への良い効果があるでしょ

う、しかしそれよりもっと大きな影響があると

願っています。それは、この取り組みを通じ

て、この地球に住む人だけでなく、地球そのも

のを救うのがロータリーにはあると、私たちが

気づくことです』 

人吉ＲＣも４月初旬までには準備し案内しま

す。 

 

最後に 

我々人間の活動で地球環境を悪くしているのは

事実です。出来ることから生活を見直し地球環

境が良くなるように行動をしていきましょう。 

 

 

 【寄付カード】 ニコニコ箱委員会  武末憲一 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・多良木RC藤岡孝教（50周年実行委員長）様  

  多良木RC50周年のご案内に参りました。宜し 

  くお願い申し上げます。              

・多良木RC松下正壽                    

・武末会員 多良木RC創立50周年実行委員長藤 

  岡先生と総務委員会松下様のご来訪を歓迎 

  申し上げます。                      

・井手会長 多良木RC藤岡孝教50周年実行委員 

  長、松下正壽総務委員会副委員長、ようこそ 

  いらっしゃいました。多良木RCの50周年には 

  大挙して御伺したいと思っております。浅野 

  委員長、卓話ありがとうございます。  

・石蔵幹事 多良木RC藤岡様、松下様ご御来訪 

  ありがとうございました。50周年を楽しみに 

  しております。                      

・外山会員 ①Birthday 71age,②結婚祝い3/3  

                                      

・戸髙会員 職業奉仕の為早退します。   

〈Ｒ財団委員会〉 

・中島会員 満82歳となりました。父は59歳ま 

  で、母は93まででした。行けるところまで行 

  きましょう。                        

 

     

          点 鐘  井手富浩 会長 
 
 


