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7/3  新旧理事役員歓送迎会  

7/10 クラブ協議会前半 

7/17 クラブ協議会後半   

7/24 新会員卓話‐村田武澄会員 

   ゴルフ表彰/米山奨学生来訪 

7/31 ガバナー公式訪問例会 

・会長の時間 P１ 

・幹事報告 P2～3 

・寄付の申し出 P3 

・出席率報告 P3  

・ロータリーの友紹介担当：竹長雑誌委員長 P3～4 

・ニコニコ箱・Ｒ財団・米山カード P4 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）     今月の例会予定今月の例会予定今月の例会予定   

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 和田栄司副委員長 
                   
            国 歌「君が代」 
            
            Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会・進行    葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  延岡研一会長 
   
   人吉ロータリークラブ 高嶋康二名誉会員 

  人吉ローターアクトクラブ会員 １０名 

 

   会長 延岡研一 
 
  歴史と伝統ある人吉ロータ

リークラブ第５９代会長に就任

いたしました延岡研一です。 

 いよいよ船出の時を迎えまし

た。皆様のご協力の下、一年間

頑張っていきますのでよろしく

お願いします。 

 本日は塚本広報委員長のお世話で、９時から青

井阿蘇神社に参拝し、その後引き続き、球磨地域

振興局、人吉商工会議所、人吉警察署、人吉市役

所、人吉新聞社に表敬訪問を行いました。 

 昨年も表敬訪問には副会長として同行したので

すが、会長としての訪問はやはりプレッシャーが

強く、終わってからホッとしたものの、お昼はあ

まり喉を通りませんでした。 

 これも60年になろうかとする我が人吉ロータ

リークラブの歴史の重みかと思い知ったところで

す。 

 さて、本日はＲＩテーマと2720地区スローガ

ン、そして人吉ロータリークラブのスローガン

を紹介します。 

 ＲＩ会長はスリランカのＫ.Ｒ.ラビ ラビンド

ラン氏、ＲＩテーマは「世界のプレゼントにな

ろう」、原文は「Be a gift to the world」で

す。ロータリー活動を通じて自分ができる奉仕

活動を提供し、自分が授かった才能や努力して

得たものを世界の人に還元し、そして、世界に

対してプレゼントができる人になろうと呼びか

けています。 

 また、ＲＩ会長方針の中で、 

①ロータリーはより充実した意義ある｢人生｣を 

 送れるよう私たちを導いてくれます。 

②ロータリーは私たちの資質を引き出し、それ 

 を｢人生｣で生かす道を見つけてくれます。 

③私たちの｢人生｣の価値はどれほど得たかでは 

 なく、どれほど与えたかによって判断される 

 のです。 

④社会から享受するだけでなく、社会に貢献し 

 ましょう。 

と述べております。スリランカは仏教国であり

ますので、何となく仏教の教えに通じる気がし

ます。 

 ガバナーは熊本南ＲＣの野田三郎氏、地区ス

ローガンは「ロータリー活動を通じて、新たな

気づきを、そして自己の成長につなげよう」で

す。地区テーマとガバナー方針、ガバナー自身

の「ロータリーに対する考え方」等について

は、次回以降に紹介したいと思いますが、7月31

日のガバナー公式訪問例会のガバナーアドレス

とガバナーからの要望で例会後に計画しており

ます会員交流会でお話しいただくことになって

いますのでその時に詳しくお聞きできると思い

通算２８５１回 第１例会 

 ２０１５年７月３日 

   毎週金曜日 
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ます。 

 そして、人吉ロータリークラブの本年度、私の

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。RIテーマ、地区スローガンに沿う形で私なり

に考えました。本日は新旧理事役員歓送迎会が控

えておりますので、スローガンの説明、所信につ

いてはこれも次回以降の会長の時間で述させて頂

く事として第1回目の会長の時間を終わります。 

         

   幹事 水野虎彦 

 
 

【理事会の承認事項】 

第1号議案 例会時間及び場所変更の件 

 7月3日新旧役員理事歓送迎会例会18時30分より 

  8月21日納涼家族会例会18時30分より 

  9月25日月見例会例会18時30分より 場所ひまわり亭 

 12月18日忘年会例会18時30分より 

 1月8日新年会例会18時30分より 

 4月1日花見例会例会18時30分より 場所石亭の館 

 6月3日賀寿例会例会18時30分よりとします。 

第2号議案 定例理事会開催日時の件 

  毎月第一例会前に開催 通常12時00分より、夜の 

 例会時は18時00分よりとします。 

第3号議案及び第4号議案につきましては、本日の定例 

  理事会の第1号議案で変更が承認されましたので変更 

  されたものをご報告致します。 

第3号議案 クラブ協議会開催日程の件 

 ３回実施 (7月10.17日 １月15.22日 6月10.17日） 

第４号議案 ガバナー公式訪問日程の件 

 7月31日(金)例会とし、例会終了後13時30分～14時30 

  分,交流会はガバナーより20分程度の話。その後 

  「ロータリーについての基本的な考え方」Object of  

  Rotary、ロータリーの綱領、ロータリーの目的、奉 

  仕の理想等々について語りあうこととします。ガバ 

  ナー歓迎会は第６グループ合同で7月29日(水)鍋屋本 

  館において開催します。会費は５千円です。 

第５号議案 例会休会及び取り止め日程の件 

 取り止め 8月14日・10月9日・1月1日・4月29日 

 ・5月6日 の計５回とします。 

第６号議案 名誉会員の件 

 原田英一氏 高嶋康二氏 の２名とします。 

第７号議案 出席免除会員 継続の件 

 増田力会員・愛甲康会員・釜田元嘉会員・高山征治 

  会員・丸尾孜会員 以上５名とします。 

第８号議案 メイクアップ適用の件 

 家庭集会 及び次年度委員会の各々２回まで 

 ローターアクト例会・式典 その他理事会で承認し 

 た行事とします。 

第９号議案 あゆの里 例会食事代の件 

 和洋食1,600円（税込）カレー1,000円（税込）で 

 契約します。 

第10号議案 100万ドル食事の件 月２回を目処に実施 

第11号議案 ビジター費の件 

 １名2,000円とし、ガバナー・ガバナー補佐は対象外 

第12号議案 セミナー・地区行事・周年行事参加の旅  

 費の件 車代（燃料費：大分１万円 熊本５千円） 

 高速代は実費とします。 

第13号議案 ローターアクトクラブの助成金の件 

 年間40万円とします。 

第14号議案 事務局員給与の件 前年度と同様  

第15号議案 記念品の預かり倉庫費用の件 

 前年度と同条件（１万円/年）で戸高克彦会員の倉 

 庫を借りることとします。 

第16号議案 韓国慶山RC姉妹クラブ提携調印式の件 

 日程を確認し費用は予算化し別途検討致します。 

第17号議案 ロータリー財団への普通寄付の件 

 １人150ドルを目標とします。 

  会員より40ドル/年、新会員20ドル/年です。 

第18号議案 米山奨学会への普通寄付の件 

 1人6千円に対し会員より４千円負担、不足分を 

 100万ドルの食事より支出致します。 

第19号議案 ５大親睦行事負担金の件 

 参加者より3,000円の負担をお願いすることとしま 

 す。月見例会・花見例会の会費については随時 

 別途に取り決めます。 

第20号議案 例会出席の時、原則としてノーネクタイ 

 とします。スーツ・ネクタイ着用のときは事前に連 

 絡致します。 

第21号議案 各団体後援依頼の件 

  熊本県広告景観向上推進協議会年会費 4,000円 

  人吉市暴力追放協議会年会費 10,000円 

  人吉球磨総合美展：ロータリー賞 10,000円 

  犯罪被害者支援センター賛助会員費 20,000円 

  人吉お城まつり協賛金 20,000円 

  人吉市民ゴルフ大会広告及び協賛金 20,800円 

  球磨の民謡全国選手権大会：協賛金 10,000円 

  人吉市国際交流協会年会費 10,000円 

  青井阿蘇神社おくんち祭り協賛金 10,000円 

  ひとよし春風マラソン大会抽選会賞品提供 5,000円 

  第9回球磨川音楽祭後援依頼：ポスターチラシプロ    

  グラム類における「後援」の名義使用 

第22号議案 クラブバナー購入の件 

       発注数量50枚 100,000円（税別） 

第23号議案 クラブホームページ 契約の件 

 OCNのホームページサービスが本年6月をもって終了 

  に伴い、有料サーバー契約を行う。 

 ３年ごとの契約で初回は10,500円（税別）/３年 

【報告事項】 

《ＲＩ分担金について》 

   人頭分担金 1人55ドル（前期27.5㌦後期27.5㌦） 

   規定審議会分担金：1人1.5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3500円後期3500円） 

  ガバナー事務所費4,000円(前期2000円後期2000円） 

  ガバナー月信費及びホームページ運営費 

      1,200円（前期600円 後期600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 

        200円（前期100円 後期100円） 

  青少年交換分担金800円（前期400円後期 400円） 

  地区史編纂分担金1,000円（前期のみ） 

・宇城RCより、創立10周年の記念誌と、お礼状が届い  
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  ております。会長へお渡しします。 

・ＲＩ第2720地区ガバナー事務局より、H27年7月のガ 

  バナー月信を地区ホームページに掲載したとのお知 

  らせがございました。ＰＤＦでご覧になれます。 

  また、ダウンロードも出来ます。 

・人吉市青少年市民会議より、人吉市青少年市民会議 

  第1回部会の開催案内が届いております。 

 平成27年7月13日場所市役所別館2階202会議室です。 

  青少年育成委員会井手委員長へお渡し致します。 

【例会変更及び取り止め】 

・人吉ＲＡＣ７月第１例会７/3日(金)18時30分～ 

  あゆの里 人吉ＲＣと合同新旧役員歓送迎会。 

   〃  ７月第２例会 

  7/23（木）19時30分～ひまわり亭に変更です。 

・熊本東南ＲＣより 

 7/15（水）新年度家族会の為、7/15（水） 

 18時30分～熊本ホテルキャッスル 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 延岡研一会長より会長就任記念として、水野虎

彦幹事より幹事就任記念として、Ｒ財団、米山記

念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委員会へご寄付があ

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

【雑誌委員会 ロータリーの友７月号紹介】     

           紹介者 竹長一幸委員長 
    

 今年度、雑誌委員会の委員長を

させてもらいます竹長です。1年

間よろしくお願いします。 

 早速、７月号の見どころを紹介

させていただきます。 

 横組の表紙は、今年度国際ロー

タリー会長のラビンドランさんの

写真です。背景はスリランカのご

自宅の庭でしょうか？新会長の紹介記事がP8～

P18まで10ページにわたって掲載されています。

お仕事は、紅茶の産地で有名なスリランカで、

紅茶の輸出用に使う包装紙を製造する会社を立

ち上げ成功されたそうです。 

 記事の中で会長は、国際ロータリーの会長に

なって足跡を残したいというこだわりは無く、

自分の経験を生かしロータリー活動を通じてこ

れまでお世話になった人へ恩を送りたいそうで

す。 

 P7には会長より世界中のロータリアンに向け

てのメッセージがあります。 

「私たちがロータリーを通じてささげること

は、いずれは自身への贈り物になるものです。

私たちには選択肢があります。授けられたもの

を自分のものだけにとどめるか、またそれを生

かして自らが「世界へのプレゼント」となるか

です。この機会は二度と訪れません。 

 今年度も一度きりです。この機会を逃さずに

生かし、「世界へのプレゼントになろう」を

テーマに活動していきましょう。という内容の

メッセージでした。詳しくは、P7に記事があり

ますので読んでみてください。 

 P22～P39では日本国内34地区のガバナーが紹

介されています。我2720地区は熊本南RCより野

田三郎ガバナーが紹介されています。 

 縦組の方では、P4～P8まで「南の島の何もな

くて豊かな暮らし」というタイトルで、23年前

に会社を辞めてフィリピンのセブ島の近くにあ

る、「カオハガン島」に移住した方の島での暮

らしが紹介されています。この島では23年前ま

では通貨が無かったそうで、何でも物々交換を

して生活されていたそうです。 

 この島で生活してきた経験から、「経済の成

長がすべて」という時代はもう終わったのでは

ないか。これからは次の時代の理想となるよう

な形として、自然に基づいた暮らしを作ってい

かなければいけないのではないか、そのような

新しい暮らし方が世界中に散らばって、結びつ

いて、新しい世界平和が来るのではないかと考

えているそうです。 

 シリーズ「わがまち・・・そしてロータ

リー」のコーナーでは富山県富山市が紹介され

ています。今年3月に北陸新幹線が開通して東京

から2時間で行けるようになったそうです。 

機会があればホタルイカやます寿司を食べに行

きたいと思います。 

 最後に「ロータリーの友」の歴史的変遷とい

う記事がP3にありました。ここでは「ロータ

リーの友」の歴史が紹介されています。1952年

に創刊されて今年で63年になるそうです。創刊

するにあたり、東京と大阪で意見が分かれ、

色々な苦労があったそうで、中でも価格の設定

には苦労したそうです。最終的には創刊された

当時1冊50円だったそうです。今は200円（税

別）ですが、これは40年間値上げしていないそ

うです。雑誌の内容からすると、広告収入など

本日の出席率 

会   員   数   64名   78.68% 

出 席 免 除  5名 6 / 1 9 出 席 率 83.05% 

欠 席 者 数 13名 補 填 数     10名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 有馬・堀川・井手・石蔵・川越・小林清 

       宮原・村山・中村・大野・尾上・田上・戸高  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席)，高山，丸尾(出席)，釜田          

＊メークアップ  

 次年度委員会合；中川・永尾・山田・丸尾・北・中島・伊久美 

         浦田・岩井・川越 
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はあまり無さそうなので運営していくのは大変で

はないかと思いました。 

 皆さんご存じかもしれませんが、今年の1月か

ら「ロータリーの友電子版」がインターネットで

閲覧出来るようになっています。 

 ロータリージャパンのホームページより、

「ロータリーの友」のページを開き、「ロータ

リーの友電子版はこちら」をクリックすると、ID

とパスワードを入力する画面が出ます。 

IDとパスワードは共通で小文字で「rotary」で閲

覧出来ます。2014年の1月号以降のバックナン

バーが閲覧出来ますので、見逃した月があればそ

ちらを利用してください。 

以上でロータリーの友７月号の紹介を終わりま

す。 

 

【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・高嶋康二名誉会員 鳥井前会長、有馬前幹事並 

 びに役員理事の皆様、ご苦労様でした。本年度 

 延岡会長、水野幹事、役員皆様のご活躍を祈念 

 致します。尚、本年度も理事会で名誉会員に推 

 挙頂きました。誠に有難うございました。            

                    

・延岡会長 いよいよスタート、精一杯やってい 

 きます。今はそれしか言えません。よろしくお 

 願いします。              

・水野幹事 人生の中の１年は短いようですが、 

 幹事の長い１年が始まりました。皆様のご協力 

 なしではとても務まりません。どうか長い１年 

 宜しくお願い申し上げます。       

・山田会員 延岡キャプテン出帆おめでとうござ 

 います。一年間宜しくお願いします。女房役の 

 水野幹事頑張ってください。       

・堤脩会員 延岡会長、水野幹事の船出をお祝い 

 申し上げます。             

・岩本会員 鳥井会長の帰港と延岡丸の出航を 

 祝って                 

・板井会員 延岡新会長、新役員の皆さんいよい 

 よ始まりましたね。一年間ご指導の程、宜しく 

 お願い致します。前年度の鳥井 会長、役員の 

 皆さん、ご苦労様でした。        

・葉山会員 新旧役員の皆様、今年度も宜しくお 

 願いします。              

・浦田会員 延岡年度の門出を祝して     

・片岡会員 鳥井前会長、有馬前幹事、ご苦労様 

 でした。延岡会長、水野幹事、一年間頑張って 

 ください。                    

・浅野会員 新年度のスタートおめでとうござい 

 ます。延岡会長、水野幹事、一年間頑張ってく 

 ださいね！               

・渡辺会員 新年度のスタートおめでとうござい 

 ます。延岡会長、水野幹事、一年間頑張ってく 

 ださいね！               

・他53名第一例会全員スマイル        

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上                       

・水野幹事 同上                       

・宮原会員 延岡年度スタートおめでとうご   

 ざいます。ご活躍を祈念申し上げます。 

                                       

・葉山会員 延岡会長、水野幹事の出航を祈念   

  して                               

【米山記念奨学委員会】 

・延岡会長 同上                      

・水野幹事 同上                      

・葉山会員 鳥井直前会長、有馬直前幹事 お疲 

  れ様でした。                         

・中川会員 延岡会長、水野幹事、就任おめで 

  とうございます。頑張りましょう!! 

 高嶋名誉会員ようこそおいでいただきまし 

 た。ありがとうございます。          

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

    新旧理事役員歓送迎会 
              

  

  

鳥井正徳直前会長へ 

 記念品と花束贈呈 

 

 

   

 

 

  
  

  

   

 

 

 

  

新年度理事役員紹介 

進行；原田知一郎親睦委員長 

ゴルフ愛好会へ 

優勝目録贈呈 

高嶋康二名誉会員挨拶 

 人吉ローターアクトクラブ 

  新年度挨拶・メンバー紹介 

 乾杯  

 伊久美寛志パスト会長 

手に手つないで 

 閉会  

 本田 節会長エレクト 


