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    会長 鳥井正徳 
 

 
 第５８代人吉RC 会長を仰

せつかった鳥井正徳でござい

ます。職業分類は社会教育、

ロータリー歴は２００９年８

月２１日入会の５年でござい

ます。ロータリー歴も浅く、

専ら教育関係を歩き、しかも喜寿を迎えた私ご

とき者が、会長をお引き受けするなんて退職時

の私の進路には全く考えられなかったことです

が、泣き言なんて言わず全力で会の運営に当た

りたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 本日は、早速青井神社参拝、表敬訪問を企画

いただいた広報委員長さんはじめ、関係いただ

いた会員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 さて、ただ今渡辺前会長さんから点鐘の撞

木（槌）の引き渡しをしていただきました。

なぜ、こんなことをしたのかとお思いのこと

と思いますが、点鐘はただ始め・終わりの合

図だけでなく、他にも意味があるのではない

かと思っていたからです。「点鐘」というこ

とばは広辞苑をはじめどの辞書にも載ってい

ませんので造語と思いますが、鐘については

「鐘も撞木の当たりがら」という諺が広辞苑

に出ています。この意味は「良い音の出る出

ないは撞木次第」ということです。転じて

「連れ添う人の良し悪しでその人が良くも悪

くもなる」ということで、更に転じて「仕事

はよく仕向ければ、相手もこれに報いる」と

いうことになります。飛躍して言わせてもら

いますと「この撞木の使い方次第で、例会は

良くなるし、マンネリ化も防げる」と言えな

いでしょうか。 

 点鐘があったら、出席したロータリアン全

員が、社長は代表者という重責から離れ、３

世代の会員全員が同じになって、ロータリア

ンとしての成長を実感していく、そして終わ

りの点鐘で、また元の厳しい職場に戻り、

ロータリー精神を生かしていく。 

 私は、例会が更に充実し、楽しい会になる

ように期待し努力していきますのでご協力よ

ろしくお願いします。 

 これから毎週会長として話をしなければな

りませんが、私にはロータリー精神がどうの

こうのという知識も人間性もできていません

ので、皆様方からのロータリー情報をお寄せ

いただいたらと思います。話の中心は地域貢

献なかんずく青少年育成関係が多くなるかな

と思っています。来週は私の拙い方針を申し

上げる予定にしています。よろしくお願いし

ます。 

 この後新旧役員歓送迎会が予定されていま

すので、懇談の中でいろいろ情報を賜ればと

思います。よろしくお願いします。 



 

 

   

        幹事 有馬宏昭 

 

【第1回定例理事会承認事項報告】 

1号議案 例会時間変更の件 

 7/4新旧役員理事歓送迎会例会を18時30分よりとする 

  8/8夕方例会を18時30分よりとする   

2号議案 定例理事会開催日時の件   

  毎月第一例会後に開催 通常13時30分より、夜の例 

  会時は18時よりとする    

3号議案 クラブ協議会開催日程の件 

   4回開催。7月.6月は2週に分けて実施し、11月.2月は 

   1日で実施する （7月11日・7月18日）（11月14日）   

 （2月13日）（6月12日・6月19日）   

4号議案 ガバナー公式訪問日程の件   

  8/1（金）例会変更の件   

 ７/1（水）人吉RC、人吉中央RC、多良木RCの3クラブ 

 合同開催とする  場所：鍋屋本館      

5号議案 例会休会及び取止めの日程の件 48例会 

 取止め 定款第６条第1節C項の年4回以内の取り決め 

 に対し 8月15日、10月31日、1月2日、5月1日の4回と 

 する      

6号議案 名誉会員の件  

 原田英一氏、西川秀生氏、高嶋康二氏 の3名とする 

7号議案 出席免除会員の継続の件    

 増田力会員、愛甲康会員、山本瑤子会員、高山征治会 

 員、丸尾孜会員（9/30迄）、戸髙克彦会員（8/15迄） 

 の6名とする 

 定款第9条3節 (a)1名（戸髙）、(b)5名（R歴+年齢） 

8号議案 メイクアップ適用の件   

 ・家庭集会、次年度委員会の各々2回まで  

 ・ローターアクト例会、その他理事会で承認した行事 

  とする     

9号議案 あゆの里 例会食事代の件 

  和、洋食1,600円、カレー1,000円(税込)で契約する 

10号議案 100万ドル食事の件   

  月２回を目処に実施する   

11号議案 ビジター費の件 2,000円とする  

  ガバナー、ガバナー補佐は対象外とする  

12号議案 セミナー及び周年行事参加の旅費の件 

 ・車代（燃料代；大分1万円、熊本5千円） 

 ・高速代は実費とする   

 ・バスをﾁｬｰﾀｰする場合は運転手も業者へ手配する 

13号議案 ローターアクトクラブの助成金の件 

  年間40万円とする    

14号議案 事務局員給与の件  

  前年と同条件とする    

15号議案 記念品の預かり倉庫費用の件 

 前年と同条件の年間1万円で戸高会員倉庫を借りる 

16号議案 韓国慶山RCの創立40周年記念式典訪韓の件   

 日程を確認し、費用は予算化し別途検討する  

17号議案 ロータリー財団への普通寄付の件   

 ・一人150ドルを目標とする  

  会員より40ドル/年、新入会員20ドル/年   

18号議案 米山奨学会への普通寄付の件  

  一人6千円に対し会員より4千円負担、不足分を100 

  万ドル食事より支出する    

19号議案 5大親睦行事負担金の件    

  予算逼迫につき、参加者より4,000円、欠席者は 

  1,000円の負担をお願いする    

20号議案 例会出席の時、原則としてノーネクタイとす 

  る、スーツネクタイ着用の時は前もって連絡する 

21号議案 第８回球磨川音楽祭後援依頼の件 

    9月12日(土)・13日(日)開催、後援内容;ポスターチ 

  ラシプログラム類における後援」の名義使用 

22号議案  立山茂会員 退会届の件  

    

他、報告事項     

《RI分担金について》     

 人頭分担金：54ドル （前期27ドル、後期27ドル）  

 規定審議会分担金 1ドル  前期のみ   

《2720地区会員負担金について》    

 地区運営資金 7,000円(前期3,500円.後期3,500円） 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所費 4,000円(前期2,000円.後期2,000円）  

 ＩＴ推進・公共ｲﾒｰｼﾞ費2,000円 

   (前期1,000円.後期1,000円） 

 地区大会分担金5,000円 前期のみ    

 日本青少年交換委員会維持費100円 前期のみ  

      

【ニコニコ箱委員会】   委員長 平田フク 

・高嶋康二名誉会員 名誉会員に推挙頂き、誠に 

 有難うございました。本年もよろしくお願い致 

 します。                

・堤正博会員 ○6月28日に三女麻衣子に男の子が 

 誕生しました。愛甲先生には大変お世話になり 

 ました。○鳥井・有馬年度が活発で楽しい１年 

 間になりますよう期待します。      

・井手会員 一年間ありがとうございました。  

 鳥井会長、有馬幹事の舟出をお祝い申し上げま 

 す。                  

・鳥井会長 よろしくお願いします。がんばりま 

 す。高嶋名誉会員ご出席ありがとうございま 

 す。                  

・有馬幹事 不慣れな幹事でございますが、一所 

 懸命鳥井会長を支えてまいります。一年間どう 

 ぞよろしくお願い申し上げます。      

・山賀会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間ご苦労 

 様です。お体には充分気を付けられて頑張って 

 ください。               

・伊久美会員 渡辺、井手年度御苦労様でした。 

 鳥井・有馬年度一年間お世話になります。 

・安達会員 渡辺Ｐ会長、井手幹事、一年間色々 

 と有難うございました。トカラで大物がつれた 

 動画を見ました。どや顔が良かったです。 

・有村会員 渡辺前会長、井手前幹事、ご苦労様 

 でした。鳥井会長、有馬幹事のご就任をお祝い 



  致します。               

・本田会員 鳥井年度のスタートを祝し、渡辺年 

 度に対し、会長・幹事をはじめ役員皆様に心よ 

 り感謝申し上げます。一年間ありがとうござい 

 ました。                

・浦田会員 鳥井年度の出発を祝して。   

・武末会員 鳥井会長、有馬幹事、就任おめでと 

 うございます。             

・堤脩会員 鳥井会長、有馬幹事のご出航おめで 

 とうございます。一年間お世話になります。 

                     

・山田会員 渡辺前会長、井手前幹事、おつかれ 

 様でした。鳥井会長、有馬幹事、これからの一 

 年間を楽しみにしています。宜しくお願いしま 

 す。                  

・渡辺会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間頑張っ 

 てください。              

・赤池会員 鳥井、有馬年度の船出をお祝い申し 

 上げます。               

・平田会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間宜しく 

 お願いします。             

 

【Ｒ財委員会】 

・岩井会員 鳥井会長･有馬幹事の船出を祝して。 

 一年間頑張ってください。        

・中川会員 鳥井会長・有馬幹事の船出を祝し 

 て、頑張りましょう!!          

・中島会員 鳥井有馬年度の船出を祈念して。 

                     

・宮原会員 鳥井丸の出航を祈念致します。渡辺 

 前会長、井手幹事一年間お疲れ様でした。 

・山賀会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間ご苦労 

 様です。お体には充分気を付けられて頑張って 

 ください。               

・浅野会員 7/1に12周年を迎えました。干支で丁 

 度一周したのを祈念して寄付します。   

 

【米山記念奨学委員会】 

・片岡会員 鳥井会長、有馬幹事の年度が素晴ら 

 しい一年間になりますように！      

・伊久美会員 渡辺、井手年度御苦労様でした。 

 鳥井・有馬年度一年間お世話になります。 

・山賀会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間ご苦労 

 様です。お体には充分気を付けられて頑張って 

 ください。               

・浅野会員 7/1に12周年を迎えました。干支で丁 

 度一周したのを祈念して寄付します。   

 

 

 

     点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新旧理事役員歓送迎会 
              進行；親睦委員会  

               下田文仁委員長 

     

鳥井正徳会長挨拶           

 渡辺会長、井手幹事はじめ、役員・理事の皆

様、一年間本当にお疲れ様でした。思い肩の荷が

軽くなり、ほっとしておられることと思います。   

 渡辺年度は、スタート早々から慶山ロータリー

クラブから13名の青少年が訪れ、あわただしい中

での出発でしたが、立派にその成果を上げられま

した。又、常に変化を唱えられながら最後はタイ

国のアカ族支援及び訪問で見事に締めくくられま

した。渡辺年度の成果を引き継ぐべく努力してま

いりますので、今後共アドバイス等よろしくお願

い致します。 

 本日は下田委員長さんはじめ親睦委員会の皆

様、歓送迎会お世話になります。 

 

 

渡辺洋文直前会長へ 

  記念品と花束贈呈 

 

 

 

 

新年度理事役員紹介 

 

ゴルフ愛好会へ 

  優勝目録贈呈 

 鳥井会長から下田親睦

委員長へ、優勝品の目録

「ゴルフバッグ」が贈ら

れました。 

 



 高嶋康二名誉会員挨拶 
  
 この度、名誉会員のご推挙を受け

まして、また新しい理事会でご承認

を頂きました。ありがとうございま

す。渡辺直前会長はじめ、前年度の

皆様には大変ご苦労様でした。そし

て、鳥井年度の皆様方、誠におめで

とうございます。今後とも宜しくご指導をお願い

し、従前どおりのご厚誼を頂きますようお願い致

します。簡単ではございますがお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

人吉ローターアクトクラブ 新年度挨拶 

                松原良浩会長 

 今年のターゲットは、『高校球

児』です！例会への出席率、時間

のルーズさ、各委員会の仕事に対

するいい加減さなど、人吉ＲＡＣ

の抱える問題は多々存在していま

す。今期会長を務める上でアク

ターに求めたいものは、まさに高校球児のような

姿勢だったので今回このターゲットにさせて頂き

ました。会員増強は必須事項です。人吉ＲＣの支

援があって成り立っていることを考えると、人吉

ＲＡＣの存在や活動内容を地域の人たちに知って

もらうことはとても大切なことです。そのために

も特に先輩アクターは自身の行動には責任を持

ち、適当な例会をせず、内容を充実させて行きま

す。野球と同じように基本的なルールを忠実に守

り、悪い習慣が踏襲されないように例会出席率が

50％を超えない場合は他クラブとの合同例会など

でない限り、例会不成立としてやり直したいと思

います。今ある環境を当たり前と思わず、協力し

て頂いているすべての人に感謝して、精一杯努力

して参ります。 

               真鍋豊宏副会長 

 前期会長を務めておりました眞鍋

です。ＲＣの皆さんの協力と人吉Ｒ

ＡＣ会員の頑張りにより、昨年10月

に行われた年次大会を大成功させる

ことが出来ました！その甲斐あって

か、前期『最優秀クラブ会長賞』を

受賞させて頂きました。自分には勿

体ないと思う一方、大変嬉しく感謝の気持ちで

いっぱいです。  

 また今期は、地区の環境委員長を務めることに

なりましたので、ロータリー月間である12月最初

の日曜日は昨年に引き続き家族清掃活動を行いま

すので、是非ご参加ください。人吉ＲＡＣは３年

程でほとんどの会員が卒業になってしまうので、

今期は会員の増強に力を入れ、前年度にも増して

盛り上げて行きたいと思いますので宜しくお願い

致します！ 

 

                菊地泰樹幹事 

 今期、人吉ＲＡＣで幹事を務める

こととなりました菊地泰樹と申しま

す。会社の方針で、薬局の新店舗設

立のため転勤で人吉にやって参りま

した。現在、うさぎ薬局人吉店で薬

剤師として勤務しております。会員

となってまだ1ヶ月ほどですが、幹事という非常に

重要かつ責任の重い役職についたことに少し戸惑

い緊張もしますが、人吉ＲＡＣが人財育成の場と

して充実した例会を行えるように最大限取り組ん

で参ります。今年1年間、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾 杯  伊久美寛志パスト会長 

 

  手に手つないで 

 

 

 

 

 

 閉 会 延岡研一副会長 
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副 会 長   真鍋 豊宏 
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会   計   桝田 賢 

社会奉仕委員長   米良 精一朗 

国際奉仕委員長   福満 珠美 

クラブ奉仕委員長   平川 克也 

専門知識開発委員長   吉田 康輝 

国際奉仕委員   大賀 貴嗣 
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