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会長の時間  P1 

 幹事報告  P1～2  

 入会式 新堀純子会員   P2 

 米山表彰・Ｒ財団認証贈呈、出席率報告  P2 

 本田泰生ガバナー補佐挨拶 P2 

 野田三郎ガバナーアドレス、バナー贈呈  Ｐ3 

 ニコニコ箱.Ｒ財.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）   

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長                

          国 歌「君が代」 
            
          Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行  葉山稔洋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  延岡研一会長 
   
    

 

 

 

 

 

 

 国際ロータリー第２７２０地区 

      野田三郎ガバナー    （熊本南ＲＣ） 

         本田泰生ガバナー補佐（芦北ＲＣ） 

         今村浩昭地区副幹事  （熊本南ＲＣ） 

 
      
    会長 延岡研一 
 

  梅雨も明け、いよいよ夏

本番、昨日は人吉も35℃を

超えるか超えないかでした

が、水分・塩分補給に気を

付けて熱中症に十分注意し

てください。 

 さて、一昨日の国際ロータリー2720地区第6

ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同のガバナー歓迎会が盛会に開催さ

れましたこと報告いたしますとともに、ご参

加いただきました会員の皆様に感謝申し上げ

ます。 

 そして、本日、2015～16年度国際ロータ

リー第2720地区野田三郎ガバナーをお迎えし

てのガバナー公式訪問例会、人吉RC会員一

同、心より歓迎申し上げます。 

 また、ガバナー補佐の本田泰生さま、地区

副幹事の今村浩昭さま、ようこそおいで下さ

いました。併せて歓迎申し上げます。 

 野田ガバナーはスローガンに「ロータリー

活動を通して、新たな気づきを、そして自己

の成長へつなげよう」を掲げておられます。

後程のガバナーアドレスでスローガンに基づ

いたガバナー方針やロータリーへの思い等を

拝聴させていただき、その上で例会後に行わ

れる、ガバナー・会員交流会において大いな

る意見交換ができればと思います。 

 先週の会長の時間の続き交換留学生の話

は、本日は時間がございませんので後日に回

させていただきます。 

 なお、本日は、この後、ガバナーアドレス

に先立ちまして、新会員入会式、米山功労者

表彰、並びにポールハリスフェローの伝達を

野田三郎ガバナーに行っていただくことに

なっております。野田ガバナー、どうぞよろ

しくお願いします。それでは、会長の時間終

わります。 

 

   幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・ＤＬ(ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ)育成セミー参加者推 

 薦の件。 

・日本商工会議所青年部第35回九州ブロック  

通算２８５５回 第５例会 

 ２０１５年７月３１日 

   毎週金曜日 

                 

         野田三郎ガバナー公式訪問例会 
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 大会式典への隣席のお願い。会長へ 

・前田眞実ガバナーエレクトより2016-2017年 

 度地区委員長・委員の推薦依頼。締切9/30 

・ロータリーの友事務所よりロータリーの友電 

 子版のご案内。 

・会長エレクト研修セミナーと地区研修協議会 

 の記録誌を参加された会員に配ります。 

・日本事務局より特別月間名称変更案内 

 ８月 旧「会員増強・拡大月間」 

     新「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

 

 

入 会 式 

新堀純子会員 

 

 

 

 

 

 

 

新入員紹介        推薦人 北昌二郎 

 野田ガバナーをお迎えした記念すべき例会に

おきまして、また延岡年度の第１号の入会とし

て、新堀純子さんを紹介します。彼女は法人会

青年部で現在、南九州連合会青年部の熊本･宮

崎･鹿児島３県の会長として、全国の評議員と

して活躍しています。若い会員からは純子姉さ

んと呼ばれ慕われています。大変明るく活発な

女性でありますので皆様どうぞ宜しくお願いい

たします。 
   
野田三郎ガバナーよりバッチ贈呈と歓迎の言葉 

 今日から入会の新堀純子さん、ロータリーと

いうのは入会して年数が経てば経つほど、いろ

いろ感じることがたくさん増えてまいります。

どうか継続してロータリー生活を楽しんでいた

だきたいと思います。本日はおめでとうござい

ます。 
 
入会者の挨拶        新会員 新堀純子  

 皆様はじめまして、人吉生まれの人吉育ち、

職業は建設業をしておりまして、本社は相良

村、人吉に営業所がございます。人高通りに食

事処「相良藩 田」と願成寺温泉を経営してお

りますのでロータリーの職業分類では公衆温泉

です。このような歴史のある会にお誘いいただ

き、入会出来たことをとても誇りに思っており

ます。今後共宜しくお願いいたします。 
 
ロータリー情報委員会   委員長 片岡啓一 

 人吉ロータリークラブ細則によりますと、新

会員がクラブに早く溶け込めるよう援助する会

員を指名する事になっています。新掘純子会員

の援助会員を、推薦人の北昌二郎会員にお願い

する事に致します。 

所属委員会の発表     幹事 水野虎彦   

 新堀純子会員の所属委員会はクラブ管理運

営委員会は「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委

員会は「社会奉仕委員会」に所属して頂きま

す。 
 
【米山記念奨学会・ロータリー財団】 

 米山記念奨学会からの感謝状とＲ財団寄付

認証ピンを野田ガバナーから伝達していただ

きました。    

第４回米山功労者マルチプル 片岡啓一会員 

第３回米山功労者マルチプル 伊久美寛志会員 

第１回米山功労者      延岡研一会員 

マルチプル３ポール･ハリス･フェロー 

              片岡啓一会員 

マルチプル２ポール･ハリス･フェロー 

          和田栄司会員 

   

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガバナー補佐挨拶】 

         ガバナー補佐 本田泰生 
 

 去るペッツでのモデルクラ

ブで、どこかと手を挙げられ

たのが人吉ロータリークラブ

でした。それだけ自信なのは

歴史と伝統と実績ではないか

と思うのです。それが栞に圧

縮され、唯々感動を憶えた次

第です。どうか延岡会長、本田副会長、水野

幹事のもと、一致団結され今年度の見本を示

されんことを望むものです。 

 

本日の出席率 

会   員   数   65名   81.66% 

出 席 免 除  5名 7 / 1 7 出 席 率 83.65% 

欠 席 者 数 12名 補 填 数     3名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 浅野・春木・堀川・岩本・小林清・小林祐 

       宮山・内藤  

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

＊メークアップ  

 次年度委員会合；戸高・山口・渡辺   
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        ガバナーアドレス 

 

            ガバナー 野田三郎 

   

□ＲＩテーマとＲＩ会長方針 

  2015-16年度ＲＩ会長テーマ 

    「Be a gift to the World.」 

 ＝日本語訳は｢世界へのプレゼントになろう｣ 
 
・つまり、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よう 

・自分がこれまでに授かった才能や努力して得 

 たものを、世界の人に還元しよう 

・世界に対してプレゼントができる人になろう 

2015-16年度ＲＩＫ.Ｒ.ラビンドラン会長方針 

・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 

・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 

・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るの 

 です 

・社会から享受するだけでなく、社会に貢献し 

 ましょう 

 

□2720地区「スローガンとガバナー方針」 

 スローガン 

「ロータリー活動を通して、新たな気づきを、

そして自己の成長へつなげよう」 
 
・各ＲＣ内、地区内(2,400名)、国内(88,000 

 名)、海外との連携(1,220,000名)とのネット 

 ワークも含め、人との出会い、関わり合いを 

 通して、新たな気づき、その気づきで活動す 

 ることで、自己の成長へ繋げよう～そして 

 「なりたい自分へ」近づこう 

・あなたが変われば、周りの人が変わる 

・あなたの意識が変われば、行動が変わり、出 

 てくる結果も変わってくる 

・より良い人生を送るためにも・・・・・ 

 

ガバナー方針 

①ロータリーの哲学であるObject of Rotaryの 

 浸透を図る 

・Object of Rotaryの解説（ロータリーの中核 

 的価値観＝高潔性、リーダーシップ、多様 

 性、奉仕、親睦） 

・「ロータリーと私の人生観」の講演 

 （Object of Rotary、奉仕の理想） 

・ロータリーは奉仕の理想を志に持った人の集 

 まりである（奉仕の理想の歌詞に‘奉仕の理 

 想に集いし友よ’） 

・会員維持、増強の対策として、ＩＭ、セミ 

 ナー、ガバナー公式訪問、奉仕活動等にロー 

 タリーへの入会希望者も参加可としたい 
 
②奉仕活動に参加することで、知り合いを広め 

 る機会をつくる 

・クラブへの支援として、各RC奉仕活動への参 

 加 

・クラブ内の入会歴の古い会員と新しい会員と 

 の融和を図り、ロータリアン同士の世代間の 

 繋がり密にしよう 

・地区内ロータリアンとの多くの出会いを通し 

 て、お互いの連携を図り、新たな気づきをも 

 とう 

・各ＲＣの奉仕活動の実施予定日を早目に広報 

 し、他クラブの奉仕活動への参加を推奨して 

 いく（プラス1件/前年度比） 
 
③RI2720地区の将来ビジョンを描く 

・地区の歴史を振り返り、10年先の地区の目指 

 す姿を描く（担当委員会との協力） 

・地区として、活動すべき奉仕活動を充填して 

 いく（R財団のグローバル補助金を活用した奉 

 仕活動、青少年交換事業等々、そのための地 

 区体制づくりやノウハウの構築、・・・・） 

・地区内2,400名の会員の協力を得ていく 
 
④次の世代を担う青少年奉仕活動に注力してい 

 きたい 

・青少年に対して、ロータリーの中核的価値観 

 （基本的な考え方）を基に、人生哲学や人生 

 観のテーマで講演等々を行い、世代間の繋が 

 りをつくっていきたい 

・青少年奉仕活動であるRA、IA、RYLA、青少年 

 交換、米山奨学生等々の活動の充実を図る 
 
⑤2015－16年度の新たな事業への取組み 

・台湾地区との姉妹締結（RI3480地区） 

・IA海外研修事業 

 （RI3480地区 8月初旬に予定） 

 

 

【野田ガバナーへ バナー贈呈】 
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【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・野田三郎ガバナー、今村浩昭地区副幹事  

 本日はおじゃま致します。人吉ロータリーク 

 ラブ様のますますのご発展を祈念申し上げま 

 す。                

・本田泰生ガバナー補佐 人吉ロータリークラ 

 ブのますますの発展をお祈りします。 

・新堀純子会員 今日から入会をいたしまし 

 た。よろしくお願いします。     

・延岡会長 野田ガバナー公式訪問例会のご来 

 訪感謝します。会長・幹事懇談会からこの後 

 の会員交流会まで長丁場ですがよろしくお願 

 いします。本田ガバナー補佐、今村地区副幹 

 事もありがとうございました。新堀さんよう 

 こそ人吉ＲＣへ。          

・北会員 野田ガバナー本日はありがとうござ 

 います。新堀純子さんの入会おめでとうござ 

 います。ねーさんのお世話させていただきま 

 す。                

・伊久美会員 野田三郎ガバナーの公式訪問、 

 しかも各ＲＣ毎のご指導はずいぶん久しぶり 

 です。ありがとうございます。    

・本田会員 野田ガバナーの公式訪問を心より 

 歓迎致しますとともに一年間健康に留意さ 

 れ、地区クラブの更なる活性化の為、ご尽力 

 下さいますよう宜しくお願いします。また、 

 新堀純子会員のご入会を心より歓迎致しま 

 す。                

・鳥井会員 野田ガバナー、本田ガバナー補 

 佐、今村地区副幹事様、ご来訪ありがとうご 

 ざいます。よろしくお願いします。  

・齊藤会員 新堀さん入会おめでとうございま 

 す。楽しみに待っていました。ロータリーラ 

 イフを楽しめる女性会員の入会をうれしく思 

 います。これでやっと私も「おつぼね」の仲 

 間入りします。よろしくお願いいたします。 

                   

・平田会員 ロータリー会員になられる新堀純 

 子さん入会おめでとうございます。また、先 

 だっては家庭集会でお世話になりました。8 

 月6日はローターアクトの例会となっており 

 ます。うるさい位に出席のお願いをしますの  

 でよろしくお願いいたします。    

・石蔵会員 新堀さんご入会おめでとうござい 

 ます。               

・有馬会員 ○新堀純子さん人吉ＲＣへのご入 

 会おめでとうございます。○野田三郎ガバ 

 ナー、本田泰生ガバナー補佐、今村浩昭地区 

 副幹事のご来訪ありがとうございます。 

                   

・有村会員 新堀純子さんのご入会を歓迎しま 

 す。ゴルフ愛好会でも頑張ってください。 

                   

・山田会員 新堀様入会おめでとうございま 

 す。ロータリーを楽しんでください。 

・堤正博会員 野田三郎ガバナーのご来訪を 

 心より歓迎いたします。       

・浦田会員 野田ガバナーの公式訪問を歓迎 

 いたします。            

【Ｒ財団委員会】 

・葉山会員 ☆野田Ｇ・本田Ｇ補佐・今村地 

 区副幹事の来訪を祈念して ☆新堀純子会 

 員の入会を祈念して         

・延岡会長 同上           

【米山記念奨学委員会】 

・片岡会員 新堀会員の入会、大歓迎しま 

 す。                

・伊久美会員 毎例会の米山奨学基金特別寄 

 付をいたします。          

・山賀会員 野田ガバナー、本田ガバナー補 

 佐、今村地区副幹事、一年間よろしくお願 

 い致します。新堀さん入会おめでとうござ 

 います。楽しいロータリーライフをお過ご 

 し下さい。             

・中川会員 野田ガバナー、本田ガバナー補 

 佐、今村地区副幹事、ようこそ人吉ＲＣへ 

 お越し下さいました。１年間健康に留意さ 

 れ頑張って下さい。新堀さんようこそ人吉 

 ＲＣへ、頑張りましょう。      

・延岡会長 同上           

・葉山会員 同上          1,000      

 

     点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  ～会員交流会～ 


