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 ついに最終例会となってしまいました。嬉しいよ

うな寂しいような複雑な気持ちです。 

 ロータリーセントラルと言う賞を受賞して、ガバ

ナー月信にも大きく掲載されていましたが、今年度

が始まる前にＲＩから目標設定をして下さいと言う

メールが届きました。しなきゃいけないんだろうと

思って、めんどくさいなと思いながらした記憶が有

ります。なんて書いたかは全く覚えてませんが、地

区で４クラブと言う事で、むしろそっちの方が驚き

ですが。次年度もやってみられたらいいと思いま

す。 

 まずは井手幹事、わがままな会長がアカ族の支援

をすると言い出したり、クーデターのタイに行くと

言い出したり、でも最後まで付き合ってくれてあり

がとうございました。大変だったろうと思います。

井手君はいい会長になると思います。中川国際奉仕

委員長には、今年度が始まってすぐの慶山ロータ

リーとの第13次青少年交流事業は大変お疲れ様でし

た。そして同じくクーデターのタイにも付き合って

頂きました。最初と最後に大活躍して頂きました。

途中は何処かに行ってたみたいですが。地区の部門

長は大変な仕事だと思います。次年度も頑張って下

さい。プログラム委員長の平田さん、万年プログラ

ム委員長と文句を言いながらも、しっかり頑張って

いただきました。プログラムのことは平田に聞けと

言ってもいいのではないでしょうか。理事の皆様、

委員長の皆様、委員の皆様また地区大会では、メン

バーの皆様、そして奥様方にもご協力頂き本当にあ

りがとうございました。 

 さて、アカ族識字率向上ボランティア「夢の家」

雨よけ渡り廊下施設改修支援に対する感謝状が届い

ておりますので、ご紹介したいと思います。 

 原田先生より、感謝状を送りますので渡辺会長の

フィナーレを飾って下さいとのメッセージが添えら

れていました。完成式を編集したビデオが有ります

ので後ほど見て頂きたいと思っています。You tube

にもアップしていますので，人吉ロータリークラブ

で検索してみて下さい。 

  

 今回の｢夢の家｣の支援は、アカ族の子供達に会っ

て、｢輝く瞳｣を見てみたいと言う思いから始まって

いるので、初めての事だし、前例のない状態でした

ので、理事の皆様にも上手く説明する事が出来なく

て戸惑われたと思います。 

 支援をして、施設の工事が終わって、完成式に

行って、子供達の｢輝く瞳｣を見る事を今年度中に実

現させる為には、理事会の承認は昨年の11月、遅く

とも12月がタイムリミットだと思っていたので、12

月までに承認が頂けなかったら本当にやめようと

思っていました。 

 そう言う事で、半ば強引な感じで承認を頂きまし

た事を申し訳なく思っています。 

 今年度１つやり残した事が有って、それはクラブ

ミーティング、会員全員の意見を聞く機会を創りた

いと思っていたのですが、ついに出来ませんでし

た。クラブ協議会を年４回行っていますが、毎回同

じ事をやってるような気がしますので、２回くらい

にして、後の２回をクラブミーティングの時間にし

たら良かったかなと思っています。やり方は色々有

ると思いますので、次年度で検討されてみて下さ

い。 

 今年度は｢変化｣を目的に１年間活動してきたわけ

ですが、変化と言っても抽象的でよく分からないと

思います。何を変えたかったのかあるいは、何を変

えて欲しかったのか、それは｢意識｣です。「意識」

が変われば、組織が変わる、逆に｢意識｣が変わらな

ければ組織は変わらないと思っています。 

 たとえば、変化してもいいんだ、変化する事はい

い事なんだ、と言う意識が芽生えれば、組織は確実

に変わっていくと思います。 

 意識を変えるというのは、大変難しい事だと思い

ます。今年度が少しでも｢変化｣のきっかけに成れば

いいなと思っています。 

 １年間ありがとうございました。 
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     幹事 井手富浩 
  
 

【連絡事項】     

①村田武澄氏のオリエンテーションが昨日実施され 

 全ての入会手続きが終了致しました。本日入会式 

 を行います。（会員数は年度当初65名年度末65名 

 で増減無しとなりました。）   

②ロータリー情報 ハンドブック（2014年）が届いて 

 おります。1冊￥2,000となっております。必要な 

 方は事務局まで申込み下さい。 

③日田ＲＣより創立50周年式典参加への御礼状が届 

 いております。    

④人吉市国際交流協会よりＨ26年度人吉市国際交流 

 協会の総会資料が届いております。  

⑤本年度最終日6/30(月)に地区等への振込を完了せ 

 ねばなりません。会費等未納金は、本日までの入 

 金をお願いします。   

 

 最後に少々時間を頂いて、１年間の反省と総括を

させて頂きます。まずは、会員の皆様、１年間幹事

として至らぬ点、ご不満な点多々あったと思います

が、暖かく見守り、ご助言、ご協力頂きまして、誠

にありがとうございました。 

 渡辺会長には、その想い、テーマ、目的、方針に

対して、どれ程お手伝い出来たか甚だ心許無く感じ

ておりますが、１年間の女房役を務めさせて頂いた

事に免じて、ご容赦下さい。理事役員の皆様には、

理事会での不手際等、多々ありましたが、適切なご

助言、ご助力を頂き、幹事役を務める事が出来まし

た。不勉強を恥じながら、御礼申し上げます。各委

員会の委員長さんには、各事業の計画、実行、改革

にご協力頂き、円滑な事業運営が出来ました 事に

深く感謝申し上げます。また、事務局の緒方さんに

は、細部にわたって、フォローして頂き、誠にあり

がとうございました。「事務局がしっかりいるクラ

ブは、幹事がおろよか」を実感いたしました。私自

身の反省としては、やはり、ロータリーに対する勉

強不足（過去の事例や定款、細則等の知識など）と

その時、その時の事案に対して場当り的な対応に始

終してしまいました。申し訳ありませんでした。次

に幹事なるときは、もう少しましな幹事役が出来る

と思いますが、それはありえません。 

 しかし、この１年間の体験は、私にとりまして

は、ロータリアンとしてだけではなく、社会人とし

て、人間としての充実した貴重な経験となりまし

た。重ねて御礼申し上げます。 

 次週から鳥井年度が始まります。有馬幹事には、

極力今年度の事をお伝えして、次年度の運営に少し

でも協力させて頂けたらと思います。最後になりま

すが、今の心境は、「感謝」しかありません。ほん

とうに皆様にありがとうございました。 

     

       入 会 式 

     村田武澄会員 

 

ロータリー情報委員会    副委員長 宮山 惇 

 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条により村田武澄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。昨日６月26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、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 山賀勝彦  

 村田会員を紹介させていただきます。 

①お名前は村田武澄（むらたたけずみ）さん 

②生年月日は昭和30年(1955年)8月28日(58歳) 

③最終学歴は中央大学商学部Ｓ54年3月卒業 

④会社名 NTT西日本熊本支店人吉営業所 

⑤職業分類は通信事業、分類は電気通信業です。 

⑥出身地及び御家族は熊本市中央区帯山 

 奥様とお嬢様がお二人です。昨年ご長女の出産でお 

 爺ちゃんの仲間入りをされたそうです。ご本人は、 

 ご家族と離れがたく、毎日、愛車で高速道路をぶっ 

 飛ばして熊本市帯山より人吉まで通勤されているそ 

 うです。本日のような雨脚の強い日などの通勤時の 

 運転には、充分注意されて下さい。 

⑦ご趣味は釣り、特に磯釣りで、その他には読書と云 

 う事です。特技は、別にないけど、酒の方はどんな 

 に飲んでも乱れたりしない自信があると云う事で 

 す。モットーは『真摯に一生懸命』だそうです。 

⑧最後に一番大事なロータリー歴は、H24年4月より26 

 年5月まで宇城ロータリークラブに所属されていま 

 した。ロータリーに関しては既に十分知識がござい 

 ます。2013～2014年度は理事･公共イメージ委員 

 長、クラブ管理運営・親睦出席副委員長代行をされ 

 ました。5月24日に開催さ れました宇城ロータ 

 リークラブの『10周年式典』を務められての人吉RC 

 への転入となった訳です。以上、簡単ですが村田会 

 員の紹介を終わります。早く人吉ロータリークラブ 

 に馴れて、楽しいロータリーライフをお過ごしくだ 

 さい。 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉    会長 渡辺洋文    

 村田さんご入会おめでとうございます。 

 坂井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。 

 

入会者の挨拶         新会員 村田武澄 

 山賀直前よりご推薦を頂き、また皆

様から入会のご承認を頂きまして有難

うございました。本日入会となりまし

たNTT西日本人吉営業所の村田武澄と

申します。 

 ６月１日の異動で、宇城市松橋の宇

城営業所から人吉に赴任いたしました。宇城市におい

ても約２年間、宇城ロータリークラブに所属させて頂

きました。転勤にあたって、宇城ＲＣの槌田会長か

ら、人吉ロータリークラブは歴史があり良いクラブ

で、宇城ＲＣの友好クラブ宣言の更新の際には、人吉

ＲＣの皆様に大変お世話になったことを伺い、また、

先般5月24日に開催致しました宇城ＲＣ創立10周年記



念式典にも多数の会員の方にご参加頂きました。わ

たくしは、式典当日、総務副委員長として裏方に徹

せざるを得ない状況でしたので、折角お見えになら

れた人吉ＲＣの会員の皆様にはご挨拶も出来ません

でした。この場をお借りし、改めてお礼を申し上げ

ます。 

 これから、宇城ＲＣの元会員として、少しでも皆

様に恩返しが出来ますように、また、皆様にご迷惑

をお掛けしない様に精一杯頑張る所存です。皆様ど

うぞ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 

 村田会員には坂井会員の後任として所属委員会の

方も前任と同様、親睦委員会とＳＡＡをお願いしま

す。今年度残り３日でございますが宜しくお願いし

ます。 

 

ロータリー情報委員会    副委員長 宮山惇 

〈後見人の指名〉村田会員の後見人は、推薦者の山

賀勝彦会員にお願いします。 

 

  ≪ 寄付の申し出 ≫  
 

 渡辺洋文会長より会長

終了記念として、井手富

浩幹事より幹事終了記念

として、Ｒ財団、米山記

念奨学会へご寄付があり

ました。 

                    

    

     委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】        村山能史委員長 

 議長;渡辺洋文会長 

 人吉ＲＣ細則第14条に基づき臨時総会を私が議長

となり開会させていただきます。現出席義務会員数

59名、本日の出席者数は46名ですので総会は成立い

たします。本日の議案は、『人吉ロータリークラブ

細則変更の件』です。それでは鳥井会長エレクトお

願い致します。 

                鳥井正徳会長エレクト   

 ５月例会におきましてＲＩ定款一部

変更及び人吉ＲＣ委員会組織の一部変

更に伴いまして、細則の一部変更を提

案し、御承認頂くようお願いしたとこ

ろでございます。熟読頂いたと思いま

すのでぜひ御承認を頂きますよう宜し

くお願い申し上げます。 

拍手をもってご承認をお願いします。 

  ・・・・・ 全員拍手で承認・・・・・・ 

              議長；渡辺洋文会長 

 皆様、ご承認ありがとうございました。 

これをもちまして臨時総会を閉会いたします。 

  

       

     『 一年を振り返って 』 

               会長 渡辺洋文  

 まず、今回の夢の家支援、完成式のビデオを編集

しましたので見ていただきたいと思います。 
 
 今回のこの｢夢の家｣支援では，原田先生を通して

チェンライロータリーとのパイプが出来ましたの

で、人吉ロータリーの財産として利用して頂ければ

と思います。 

 原田先生から聞いたのですが、大阪には、タイ大

好き人間を集めて創ったクラブが有るそうです。そ

のクラブは、会員拡大をしなくてもタイ大好き人間

の入会希望者が大勢いると言う事です。 

 正に差別化戦略･ブランド化戦略と言えるのでは

ないでしょうか、いい悪いは別にしても、これから

はロータリーも差別化･ブランド化を考えていかな

ければ淘汰の時代になったと言う事を認識する必要

が有ると思います。何もしなかったら会員が減少し

淘汰されるのではないでしょうか。 

 戦略計画委員会の戦略とは、差別化戦略でありブ

ランド化戦略だと思います。 

 会員増強についてですが、残念ながら増強は出来

ませんでしたが、現状維持と言う事で最低限のレベ

ルは維持できたのかなと思います。 

 会員増強は基本的には退会防止だと思うのです

が、無理矢理引き留めるのではなく、会員の皆さん

＊届け出欠席 和田・中村・青木・大野・大久保・下田・尾方 

       堀川・山口・小林清・有村・本田・齊藤 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

＊メークアップ  

 クリーン人吉5/9 有馬・葉山・平田・本田・井手・岩井・北 

          宮山・水野・中川 

本日の出席率 

会   員   数   65名   77.97% 

出 席 免 除  6名 6 / 1 3 出席率 82.76％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 10名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 

ゴルフ愛好会６月例杯成績ゴルフ愛好会６月例杯成績 6/15ﾁｪﾘｰＧ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 片岡啓一 46 45 91 21 70 

準優勝 浅野 強 42 41 83 5 78 

３位 尾方芳樹 46 48 94 15 79 

４位 青木一幸 44 53 97 18 79 

５位 板井英朗 54 47 101 21 80 

 ＢＢ賞  水野虎彦 

 敢闘賞  武末憲一 

  

ドラコン 

 

 70歳以上  69歳以下 

③ 片岡啓一 水野虎彦 

⑰ 武末憲一 浅野 強 

ニアピン     ⑫尾方芳樹 ⑮鳥井正徳 

べスグロ  
６９歳以下    浅野 強  

７０歳以上    片岡啓一 

     臨 時 総 会 



・鳥井会員 渡辺会長、井手幹事はじめ役員の皆 

 様、一年間御苦労様でした。今日が最後の例会と 

 言わず、まだ続けてもらいたいくらいです。これ 

 からもよろしくお願い致します。      

・堤正博会員 ○渡辺会長、井手幹事、一年間ご苦 

 労様でした。○昨日、繊月まつりの売上金を本年 

 は県の海外チャレンジ募金に寄附をしました。そ 

 の様子が数局のテレビで流れました。    

・岩本会員 渡辺丸の無事帰港、ご苦労様でした。 

                      

・堤脩会員 渡辺会長、井手幹事、一年間大変ご苦 

 労様でした。               

・安達会員 渡辺会長、井手幹事、一年間お疲れ様 

 でした。私も原田先生と友達になれて少し変化し 

 たみたいです。              

・赤池会員 渡辺会長、井手幹事さん、素晴らしい 

 年度でした。いつの日か会長の時間の卓話を読み 

 かえてみます。              

・中川会員 村田さんの入会を歓迎申し上げます。 

                      

・中島会員 クラブの為になるニコニコに入れま 

 す。渡辺会長、井手幹事、お疲れ様でした。成果 

 ある年度だったと思います。        

・友永会員 手術がありますので早退致します。 

                      

・平田会員 皆様に名前や順番の間違いなど、いろ 

 いろご迷惑をかけて本当に申し訳ありませんでし 

 た。また、会長、幹事、まわりの方々に助けてい 

 ただき最後のプログラム委員長の役目を終えるこ 

 とが出来てうれしく思っています。本当にありが 

 とうございました。            

・山賀会員 渡辺会長、井手幹事、平田プログラム 

 委員長、一年間大変お疲れ様でした。7月からは 

 ゆっくりと釣りで一年間のフラストレーションを 

 晴らして下さい。村田会員の入会を歓迎致しま 

 す。                   

・延岡会員 渡辺会長、井手幹事、お疲れ様でし 

 た。                   

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会員 渡辺会長、井手幹事お疲れ様でした。 

                      

・山賀会員 渡辺会長、井手幹事、平田プログラム 

 委員長一年間お疲れ様でした。       

【米山記念奨学委員会】  

・片岡会員 ゴルフでやっと優勝しました。渡辺会 

 長、井手幹事ご苦労様でした。       

・中川会員 渡辺会長、井手幹事。一年間お疲れ様 

 でした。ホッとせずにますますロータリアンとし 

 て頑張ってください。           

・宮原会員 渡辺会長、井手幹事、一年間大変お疲 

 れ様でした。               

・伊久美会員 渡辺会長、井手幹事、一年間ご苦労 

 様でした。                

・延岡会員 渡辺会長、井手幹事お疲れ様でした。 

                      

・山賀会員 渡辺会長、井手幹事、平田プログラム 

 委員長一年間お疲れ様でした。       

 

       点 鐘 渡辺洋文会長 

に人吉ロータリーの会員である事

に誇りが持てるようにする事だと

思います。 

 僕は、人吉ロータリーって凄い

ねと言われたいと思っているので

すが、ＦＢに原田先生が投稿された人吉ロータリー

｢夢の家｣訪問の記事に、ある方が｢人吉ロータ

リーって凄いですね｣というコメントを書かれてい

たんですね、それを見て「やったー」と思いまし

た。人吉ロータリーは凄いねって言われたら嬉しい

ですよね。それが誇りに成り、人吉ロータリーの会

員で良かったと言う思いに繋がっていくのでは無い

でしょうか。 

 今回の｢夢の家｣支援事業も、会長が強い信念を

持って、やりたいと思えば出来るんだと言う事を示

す事が出来たのかなと思います。自画自賛ですが

(>_<) 

 誰も誉めてくれないので(^o^)ただ一番勉強に

なったのは、ぼく自身だと思います。 

 最後に言いにくい事を言わなければいけないと

思っているのですが、今日現在でまだ、会費未納の

方が数名居られます。ロータリーは皆様の会費で運

営されていますので、会費未納が増えるとたちまち

資金不足に陥ってしまいます。 

 幹事が会費で頭を悩ませたり、集金に時間を取ら

れたりと言うのは、本来の姿ではないと思います。

出来るだけ早く、スムーズな入金を実行して頂けれ

ば気持ちよく運営をする事が出来ると思いますの

で、よろしく御願いいたします。一年間お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 海が僕を呼んでいるので、今から行ってきます。

ごきげんよう、さようなら！ 

 

【ニコニコ箱委員会】      委員 平田フク 

・渡辺会長 １年間お世話になりました。ありがと 

 うございました。また寡黙な海の男にもどりま 

 す。フィッシュ!!            

・井手幹事 １年間お世話になりました。ありがと 

 うございました。            

・立山会員 渡辺会長、井手幹事ご苦労様でした。 

 社会奉仕委員長として役には立てませんでした 

 が、お二人の下で活動できたことはとても幸でし 

 た。もう1つ、6/25(水）にアクトの最終例会があ 

 りましたが、明るく楽しく内容のあるとても立派 

 な例会でした。ここまで指導された安達アクト委 

 員長に心から敬意を表します。      

・村田武澄会員 人吉RCへ入会させて頂き感謝しま 

 す。みなさま今後よろしくお願い申し上げます。 

                     

・葉山会員 渡辺会長、井手幹事、1年間お疲れ様 

 でした。(ニコニコ）鳥井年度の初日を欠席しま 

 すので。（ゴメンネ）          

・板井会員 渡辺会長、井手幹事、各委員会の皆さ 

 ん一年間ご苦労様でした。        

・有馬会員 渡辺会長、井手幹事一年間クラブを 

 リードいただきましてありがとうございました。 

 不慣れな次年度幹事でございますので今後ともよ 

 ろしくご指導下さいますようお願い申し上げま 

 す。                   


