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 本日は年次総会ですのでよろしくお願いいた

します。 

 １日、日曜日寒い中ローターアクトと合同の

清掃活動にご参加いただきましたロータリアン

の皆様ありがとうございました。ゴミが落ちて

なさそうで、よく見ると意外と落ちてるものだ

なと思いました。 

 今月は家族月間と言う事で、歴代ＲＩ会長の

「家族」について触れられている文章をご紹介

したいと思います。 

・1995～96年度ハーバート・ブラウン会長 

11月RI理事会で2月第3週（のちに第2週）を家

族と地域社会週間（のちに家族週間）と指定。

「家族の平和が地域の平和に、それが国家の平

和につながるから、健全な家庭を再認識して下

さい。」                            

・1997～98年度グレン・キンロス会長 

「私たちは世界理解と平和を究極の目的とし

て、その進むべき未来と運命の道筋を描いて来

ました。これこそ全世界のロータリアンをロー

タリー家族としてつなぐ唯一の理念です。」                                     

・2002～03年度ビチャイ・ラタクル会長 

「家族は地域社会を築く一つの積み木である。

家族の絆を強化するためにはロータリアンが尽

力すべし。家族の絆が強まれば地域社会も強化

されます。」             

・2003～04年度ジョナサン・マジャベ会長 

ロータリー家族をRI会長強調事項に挙げ、12月を

「家族月間」と指定。（この時点で2月の家族週

間は廃止。）ロータリアン家族、すなわち配偶

者、お子様、お孫さん、物故会員の配偶者の方々

を主対象としながら、ロータリーにかかわるすべ

ての人々を対象とした。  

・2004～05年度グレン・エステス会長 

前年度RI会長強調事項を引き継ぎ、財団学友、

GSE、IAC、RAC、青少年交換、RYLA、RCCなどを含

む具体的対象を示した。「ロータリー家族への心

遣いの奨励」を強調。  

・以後2007～08年度ウィルフリッド・ウィルキン

ソン会長まで、「ロータリー家族」は会長強調事

項の1つとして継続。 

・2008～2009年度D.K.リー会長 

強調事項に入れてないが、すでに常識として「全

てのロータリアンと関連する人々との絆を強化し

て、ロータリーの目標と理念の推進に共に協力し

よう。」  

・2010～2011年度カルヤン・バネルジー会長 

強調事項の第一に「家族」を挙げ「ロータリーの

目指す全てのことの出発点は家族、特に中心は母

と子にあります。」と原点的強調。  

 

 「人生は魂の学校だ」とかいう人がいますが、

仮に人生が魂の学校だとしたら、結婚というのは

めっちゃ難解で難しい学科ではないかと思いま

す。僕も２８年くらいになりますが、いまだに

さっぱり分からなくて苦労しています。死ぬまで

には合格点が貰えるよう努力したいと思っていま

す。優秀な成績で卒業できたら魂のランクが２つ

３つ上がるのではないでしょうか？ 

 最近読んだ本に書いてありましたが、「あたり

まえを、ありがとう」に変えればいいと、例えば

男って浮気する生き物だと思うんですが、理性で

必死に抑えてる訳ですよね、それなのに、「浮気

しないのは当たり前でしょ」って言われると、
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ちょっとカチッと来て「浮気したろかな？」と

思ってしまいますが、逆に「浮気しないでくれ

て、ありがとう」って言われると、「うーんも

うちょっと頑張ろうかな？」って思いますよ

ね。お互いに当たり前をありがとうに変える

と、夫婦関係がうまくいくと書いてあったので

すが、なるほど！と思っただけでまだ実践はし

ていませんが。 

 かつて1982 ～83年度日本人２人目の向笠広

次RI会長は、RIテーマ「人類はひとつ 世界中

に友情の橋をかけよう」と掲げました。そして

その補足として「人類はひとつの家族 － すべ

ての人間、すべての国民を含むひとつの大きな

家族です。全家族の平和と幸福がなければ、個

人の平和と幸福はあり得ません」と語りまし

た。これこそ「ロータリー家族」の概念の起源

であると考えます。 

 家族月間では「家族」について特に思いをめ

ぐらせていただき、共に暖かい愛を育み、奉仕

への情熱を高めていただきますようお願いしま

す。 

 

 

   幹事 井手富浩 

【連絡事項】 

①地区より2013年 12月のロータリーレート 

 は、1ドル＝100円となります。 

②共同募金会 人吉市支会へ「赤い羽根募金」  

 3,866円を送金しました。御協力ありがとう 

 ございました。    

③2014年 国際ロータリー年次大会（シドニー 

 大会）参加旅行募集案内（ＪＴＢ）が届いて 

 おります。掲示します。 

④次回 12/13(金）「忘年会」例会時にタイ、 

 チェンライＲＣ会長 原田義之氏の外部卓話 

 を予定しております。本日及び当日に氏のタ 

 イにおける貢献活動を記録した「輝く瞳に会 

 いに行こう」書籍1,300円を販売致しますの 

 で、是非事務局に申し込みを御願い致しま 

 す。  

⑤恒例の人吉市新年名刺交換会の案内が届いて 

 おります。日時:H26 1/7 (水)18:30～ 

 場所:「鍋屋本館」会費￥5,000です。  

 各団体で取りまとめますので、人吉ＲＣで参 

 加の皆様の出欠をとります。申込締切 12/18 

 (水)17:00までです。    

【配布物】        

 ガバナー月信12月号が届いております。 

 皆様へ配布します。 

【回覧物】 

①人吉総合病院より広報誌「翔」 

②指宿ＲＣより週報 

③熊本水前寺ＲＣより週報  以上回覧します  

【例会変更・取止め】     

年末年始に付き多数の例会変更案内が届いてお

りますので、掲示します。 

 

    Paul Harris Fellow 
      認証ピンの授与 

       山賀勝彦会員 
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【親睦委員会】     委員長 村山能史 

本日の出席率 

会   員   数   64名    80.33% 

出 席 免 除  3名 11/22出席率 68.85％ 

欠 席 者 数  12名 補  填  数 19名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 戸高・漆野・丸尾・中川・大久保・有村・中村 

       高山・板井・堤正・和田・渕田       

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 地区RA年次大会；塚本･堤正･堤脩･上田･浦田･山口･漆野 

         和田･渡辺･山賀･山田･山本    

 人吉RAC例会；安達･立山･武末･中島 

 会員選考委員会家庭集会；大久保･丸尾･友永       

１２月の誕生祝い １２月の誕生祝い   

 小林清市会員  ９日  浦田繁喜会員 11日 

 青木一幸会員 21日  山田仁法会員 29日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の結婚祝い １２月の結婚祝い   

 葉山稔洋会員  １日  伊久美寛志会員３日 

 友永和宏会員 ４日   山本瑤子会員 ９日  

11/15例会出席率  75.41％ 

補  填  数 15名 

修 正 出 席 率 100％ 

＊メークアップ  

2720地区RA年次大会 

大賀･尾方･岡･尾上･大久保･齊藤 

坂井･高山･武末･田中･立山･戸高 

友永･鳥井･外山 



 親睦委員会から、忘年会案内とゴルフ愛好会

の案内です。12月13日の例会は時間を夜に変更

致しまして忘年会例会を開催致します。場所は

あゆの里です。時間は、来訪者タイ・チェンラ

イＲＣ原田義之会長の卓話を予定してあります

ので、１８時から例会となります。その後忘年

会になりますのでお間違えのないようお願いし

ます。本日の例会後、皆様へご案内(出欠)のＦ

ＡＸを致します。また、新年会で行いますオー

クション用の商品受付を始めますので御協力を

宜しくお願いします。 

 最後に、ゴルフ愛好会12月ゴルフの案内で

す。15日第３日曜日に行います。場所は熊本ク

ラウンゴルフ倶楽部、スタートは９時57分で

す。現在ＦＡＸで出欠を確認中です。多数のご

参加をお待ちしております。以上です。 

 

【ローターアクトクラブ】 委員長 安達玄一 

 １２月の家族月間事業として初めて行われま

した家族清掃にはロータリーから１４名、アク

ト５名、御家族から５名の参加を戴き、賑やか

に楽しく行われました。 

 この日の為に作られました鳥井副会長直筆の

立派なノボリを掲げながらの市街地清掃でし

た。堤病院を出発して九日町、青井神社周辺か

ら紺屋町、七日町と市内を一周し城内から大橋

を経由し、思ったより沢山のゴミが集まりまし

た。万歩計は一万歩を超えていましたので会員

の健康増進にも良かったと思います。 

 この模様は、新しく出来た人吉ローターアク

トクラブのfacebookや人吉ロータリークラブ、

渡辺会長、そして私のfacebookにも投稿してあ

りますので御覧下さい。堤病院駐車場を提供し

て戴き参加されました堤先生、そして皆さんの

ご協力に感謝申し上げます。 

 12月第一例会は１３日(金)に合同例会となり

ます。以上です。 

 

【元米山奨学生チェン君 近況報告】 

           前年度 米山委員長 片岡啓一 

 久しぶりにチェン君よりメールが届きました

ので、報告いたします。 
 
「片岡さん お久しぶりです。お元気ですか。 

 今私は備後経済振興協同組合で働きます。 

 事業内容は外国人研修生の共同受入れ事業で

す。入社して、６カ月になりまして、福山市も

仕事も慣れて、よかったと思います。９月に車

の免許をとりました。すごくうれしかったで

す。最近、仕事の関係であっちこっち移動した

りすることが多くて、よく勉強になりました。

今私は思い出して、ロターリー奨学生のとき、

片岡さん、会長、人吉の皆さんのお陰で成長し

ました。近いうちに、熊本に戻って来て、また

会えたら、うれしく思います。ありがとうござ

いました。」 

 

【指名委員会報告】 

             委員長 赤池利光 

 クラブ細則によって会長より次次年度会長選

出のための指名委員会が去る11月27日18時30

分、場所二代目に召集されました。パスト会長

21名中14名出席、慣例に従い伊久美さんが先任

パスト会長で委員長に互選され、委員長として

挨拶の後、渡辺会長から延岡会員の名前が出さ

れました。そこで委員長は被選候補者との身内

の間柄を理由に委員長を辞退されましたので次

順位パスト会長として私が委員長となりその後

を引き継ぎました。 

 指名選考は、定款で瑕疵なき会員でなければ

ならないとの定めがあります。瑕疵とは、なん

らかの欠点、欠陥があることを表わすための用

語ですからその点について意見を問いました

が、何ら異存なく全員一致をもって渡辺会長よ

り提案された延岡研一会員を次次年度人吉ロー

タリークラブ会長に指名しました。よって会長

より年次総会の議題として承認の手続がとられ

ますよう指名委員会報告とします。 

 

        プログラム委員長 平田フク 

 年次総会前にご報告いたします。人吉ロータ

リークラブ細則第４条第３節に「会員総数の３

分の１をもって本クラブの年次総会の定足数と

する。」となっております、現会員数６４名中    

４９名の出席ですので、本総会は成立いたしま

す。それでは、議長を渡辺会長にお願いしま

す。 

            議長 渡辺洋文会長        

 それでは只今より、2013-2014年度年次総会

を開催致します。 

 第１号議案、会長ノミニー選挙の件ですが、

先ほど赤池指名委員会委員長からのご報告の通

り、延岡研一会員を指名していただきました。 

 延岡研一会員を2015-2016年度人吉ロータリ

クラブ会長ノミニーに決定することに承認いた

だけますでしょうか。拍手でお願いいたしま

す。   

  （全員拍手で承認） 

 ありがとうございました。それでは延岡研一

会長ノミニーにご挨拶をお願いいたします。 
 
          会長ノミニー 延岡研一           

 ご承認を戴き感謝申し上げます。 

 2007-2008年度小林清市会長のもと幹事をさ

         2013－2014年度 

      年 次 総 会 



【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 

・延岡会員 会長ノミニー御承認ありがとうご 

  ざいました。ふつつか者ですがどうぞ宜しく   

  お願いします。            

・鳥井会員 次年度新役員、理事さんを御承認 

 いただき有難うございました。     

・有馬会員 延岡研一さん、次々年度会長に選 

 出されましたこと誠におめでとうございま 

 す。心よりお喜び申し上げます。次年度役 

 員、理事の皆様どうぞ宜しくお願い申し上げ 

 ます。                

・渡辺会長 延岡会員、会長ノミニー承認おめ 

 でとうございます。鳥井エレクト役員・理事 

 の承認おめでとうございます。頑張って下さ 

 い。                 

・井手幹事 延岡ノミニーおめでとうございま 

 す。鳥井エレクト、次年度役員の皆様、次年 

 度に向かって宜しくお願い致します。本年度 

 も半分過ぎました。あと半分頑張ります。 

                    

・武末会員 延岡会長ノミニーおめでとうござ 

 います。               

・伊久美会員 新会長誕生、おめでとうござい 

 ます。                

・宮山会員 会長ノミニー就任おめでとうござ 

 います。               

・石蔵会員 会長ノミニー就任おめでとうござ 

 います。               

・友永会員 結婚祝い、ありがとうございま 

 す。25年経ちました。         

・浦田会員 誕生祝を頂きましたので。 

・葉山会員 28回目の結婚祝を頂きありがとう 

 ございました。            

・山賀会員 はじめてのポール・ハリス・フェ 

 ローを頂きました。これからも少しでも貢献 

 できるよう頑張ります。        

・青木会員 誕生月だったことをすっかり忘れ 

 ておりました。思い出させて頂き有難うござ 

 いました。              

【Ｒ財団委員会】 

・中島会員 次年度国際奉仕委員長と指名を受 

 けました宜しくお願いします。     

・平田会員 延岡次々年度会長承認おめでとう 

 ございます。             

・葉山会員 延岡次々年度会長承認されお目出 

 とうございます。           

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 役員理事に承認された皆さんお目 

 出とうございます。          

・山賀会員 ポール・ハリス・フェローをいた 

 だきました。             

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

せていただき、機会があればい

ずれ会長をという気持ちを持っ

てはおりましたが、先週、渡辺

会長から会長ノミニーのお話を

戴き、27日の選考委員会でご推

薦を戴いた段階から50有余年、

60年になろうとする人吉ロータリークラブの歴

史と伝統の重さを徐々に、そしてひしひしと感

じてきました。その中で本日、会員皆様のご承

認を戴き、その重責を改めて痛感しておりま

す。まだまだ力不足ではありますが、勉強し努

力精進してまいりますのでご指導の程よろしく

お願いいたします。 
 
                   議長 

 ありがとうございました。では、第２号議

案、次年度理事・役員指名の件ですが、鳥井会

長エレクトよりお願いいたします。 
 
           会長エレクト 鳥井正徳       

 次年度人吉ロータリークラブ役員・理事をこ

れから申し上げます方々にお願い致しました。  

 御承認いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

会 長            鳥井正徳                  

副会長            延岡研一                 

幹 事            有馬宏昭                    

会 計           田中信也                    

直前会長          渡辺洋文                    

会員組織増強委員長 有村隆徳                

クラブ広報委員長  和田栄司                     

職業奉仕委員長    浦田繁喜                     

社会奉仕委員長    片岡啓一                   

新世代委員長      本田 節                       

国際奉仕委員長    中島博之                         

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長   宮原和広                        

理  事            伊久美寛志                       
 
                    議長 

 鳥井会長エレクトより指名いただきました。

皆様のご承認をいただけますでしょうか。 

（全員拍手で承認） 
 
           会長エレクト 鳥井正徳               

 ご承認ありがとうございました。宜しくお願

い致します。私が経験不足なのと能力不足に鑑

み、これまで人吉ロータリークラブを育て、発

展に大きく寄与して来られたベテランの会員様

にも理事をお願いし、支えていただくことと致

しました。会員の皆様の御協力を宜しくお願い

致します。 
 
                   議長 

 １号議案２号議案が無事に承認されました。

これをもちまして2013-2014年度の年次総会を終

了致します。ご協力ありがとうございました。 


