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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 中村太郎委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行 戸髙克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 

 

 

      会長 延岡研一 
 
  先週今週と、次年度委員会がいよいよ始まりま

した。先週10日の所属する職業分類委員会は欠席

だったのですが、急遽懇親会の終盤に乱入してお騒

がせしました。会費は払っていませんが、払わなく

てもいいようでしたら、同額ニコニコにさせて頂き

たいと思います。よろしいでしょうか。今日、明日

と奉仕プロジェクトグループの方がありますので、

またよろしくお願いします。 

 私の年度も本当にあと僅か。落とし穴というもの

はあるものです。 

 ６月12日の日曜日の朝、家内も娘も福岡に行って

いて家にいるのは僕一人、朝ごはんもチャチャッと

済ませて、ちょっとした報告書を書いている途中

で、何気なく寝室で充電していた携帯電話を取りに

行きました。 

 それからが、さあ大変。元会員だった川原さんか

ら８時36分に着信があり、「今日はお世話になりま

す。９時前に来てもらえませんか。」とのメッセー

ジ、時計を見ると８時50分ちょっと前。多分、協賛

してた少年柔道大会の事だとピンときて、まったく

予定表にも頭の隅にも入っていなかったのですが、

取り敢えず行かねばと井手青少年育成委員長に確認

する間も惜しんで着替えて、車でスポーツパレスに

急行。９時４分くらいに道場に到着するも開会式は

終了し、乱取り中。「すみませ～ん」と汗だくで主

催者席に着いた途端に、「みんなもう一度整列」と

のアナウンス。 え、何？と思う間もなく、今度は

「それではロータリークラブ会長にご挨拶を頂きま

す。」 え、何の大会?とプログラムに目をやると、

「人吉球磨中学校柔道大会」の文字、隣の川原さん

に小声で「中体連ですか？」と聞いたらそうではな

いとの事で、中体連の前哨戦みたいな大会のよう

で、汗びっしょりで、頭は真っ白の状態で挨拶をし

ました。内容はほぼ覚えてないのですが、渡された

マイクは使わずに腹の底から精一杯の声を出して激

を飛ばした次第です。 

 昼から隊友会の総会が入っており、試合は団体戦

だけ見て帰ったのですが、みんな持てる力をよく発

揮できていたと思います。その中で人吉２中の３年

生２名と人吉１中の２年生１名の男子が目を引きま

した。大柄な選手ではなかったのですが将来の活躍

が楽しみです。井手委員長も用事が入っていたの

で、表彰式には水野幹事に行ってもらいました。お

世話になりました。 

 という事で、最後まで気を引き締めてやっていか

なければと思い知らされた今日この頃です。 

 

   幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・ＲＩ第2720地区は、5月30日(月)11:00、ソウル 

 での国際大会会場KINTEX３Fグランドボールルー 

 ムに於いて韓国のＲＩ第3661地区との姉妹地区 

 締結調印式。また、6月5日(日)10:00ホテル日航 

 金沢にて、台湾のＲＩ第3480地区とも姉妹地区 

 締結調印式が執り行われました。詳しくは地区 

 ホームページを。 

・人吉市国際交流協会総会の開催案内 

 6月23日（木）午後7時～人吉市役所第1別館２F 

 有村国際奉仕委員長へ 

・本日付で今年度の会計を締めさせていただきま  

 す。例年同様、次週の例会のニコニコ・R財団・ 

通算２８９６回 第４６例会 

 ２０１６年  ６月１７日 

     毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   
      

会長の時間 Ｐ１ 

  幹事報告、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙPHF認証1襟ﾋﾟﾝ贈呈 P ２ 

出席率報告、ﾆｺﾆｺR財米山人吉奨学寄付カード Ｐ２ 

クラブ協議会（最終報告）後半 Ｐ２～４    



 2 

 米山記念奨学・人吉RC奨学は現金で納めて頂きま  

 すようお願い致します。また、会費の請求書を週 

 明け早々に送付致しますので、会費を6月24日の 

 例会日までに納付頂きますよう、くれぐれもお願 

 い致します。 

【例会変更・取止め】 

 他クラブ例会場所等の変更（7/1より） 

 ・杵築ＲＣ例会場「大分県農業共済東部支所」 

  例会は毎金曜日 

 ・日田中央ＲＣ例会場「かんぽの宿日田」 

 

   Multiple Paul Harris Fellow 

      認証ピンの授与 

      延岡研一会員 

 
   
   委員長 漆野智康 

 
【寄付カード】     ﾆｺﾆｺ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉  

・延岡会長 先週１０日の次年度委員会の会費分 

 ニコニコします。            

・下田会員 早退します。         

〈Ｒ財団委員会〉 

・宮原会員 一年間Ｒ財団への寄付ありがとうご 

 ざいました。              

〈米山記念奨学委員会〉 

・山賀会員 この一年間米山奨学委員会に対し、 

 特別寄付、米山カードともにご協力していただ 

 きまして誠にありがとうございました。  

・平田会員 ある日、米山奨学基金の委員長さん 

 より、私の寄付があと２万足りないので、と気 

 の毒そうに言われましたので３階から飛び降り 

 るつもりで大枚を寄付します。      

・岡会員 賀寿の会、開催して頂きましてありが 

 とうございました。           

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 
  第４回クラブ協議会（年度最終報告） 後半 

 

【親睦委員会】（原田知一郎委員長） 

 まず結婚・誕生お祝い品につきましては実用的更

にロータリーの記念品とういう形で、委員会で検討

しマーク入れ皿を作成させていただきました。 

 次に、親睦事業ですが、２事業＋されたという事

で予算を昨年より若干増やし、前年の費用を見比べ

ながら予算執行させていただきました。年間親睦事

業５＋２担当事業を素晴らしい委員会メンバーに恵

まれ委員長が汗かくことなく無事に終了させていた

だきました。委員会メンバーと多大なご支援いただ

きました事務局の緒方様、いつでもフォローしてい

ただいた会長・幹事に深くお礼もうしあげます。 

 夫人の会につきましては嫁より素晴らしいもので

したと報告が上がっております。 

 先ほども申しましたが、事業が多く大変な委員会

と思われがちな委員会ですが、案ずるより産むがや

すしという感じで活動してきました。また、私は何

もせず、ワイン片手に楽しんでしまった感がありま

す。この場をおかりして深くお詫びもうしあげま

す。ただ、私が７年間で体験したロータリー活動で

は人吉ロータリーの伝統・会員皆様のすごさ・暖か

さを一番かんじられる委員会だったと思います。本

当はあと一年したいくらいでした。嘘です… 

 最後に、この一年間貴重な経験をさせていただき

ました延岡会長・水野幹事はじめ人吉ロータリーの

会員皆様に厚くお礼を申し上げ、報告とさせていた

だきます。有難うございました。 
 
【職業奉仕委員会】（下田文仁委員長） 

 当初６名でスタートしました。しかし、副委員長

の春木会員がお亡くなりになり、宮山会員は退会さ

れ、私のほかは青木会員、大野会員、安方会員の４

名体制となりました。少なくはなりましたが、協力

して事業をしていただきました。 

 11月27日、安方会員担当の外部卓話ではぷらんど

うデザインの有地社長に「どうぎゃん」の15年の歴

史をお話しいただきました。その翌日、「どうぎゃ

ん」は日本タウン誌フリーペーパー大賞2015の読者

投票部門で見事第１位となりました。 

 １月29日には大野会員担当の職場訪問例会を行い

ました。竹長会員が工場長を務めていらっしゃる

HITOYOSHI㈱を訪問しました。その後、HITOYOSHI㈱

は、３月に百貨店バイヤーズ賞メンズシャツベスト

セラー賞を受賞。さらに５月には、経済産業省が選

定する、『はばたく中小企業、小規模事業者300社』

に選ばれました。職業奉仕委員会で卓話をしていた

だいた方が次々と全国レベルの表彰をされ、とても

うれしく思っています。 

 そして、４月８日に春木会員の担当で、優良職員

表彰を実施しました。８つの会社の10名の方を表彰

させていただきました。 

①職業上の高い倫理基準を保つこと（公正であること） 

②あらゆる職業の社会的価値を認めること 

③職業上身につけた技能を社会に役立てること 

 この３つの理念を念頭に事業を行ってきました。

事業を行いながら学ぶことの多い一年でした。ロー

タリーのとても重要な委員会を担当させていただき

とても光栄でした。これからも学び続けていきたい

と思います。 
 
【社会奉仕委員長】（中川貴夫委員長） 

 延岡年度の目玉でもあります、「ロータリアンや

一般の人々が持つロータリーの人道的活動を高める

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  81.03％ 

欠 席 者 数 11名  6 / 3 出 席 率 81.03％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 8名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  93.10％ 

＊届け出欠席  尾上・小林清・小林祐・友永・武末・大賀 

        鳥井・堀川・田上・岩井・新堀        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ； 

 第14次慶山･人吉ＲＣ調印式；村山・渡辺  

 次年度委員会；6/9青木･大野･竹長、6/10丸尾･戸髙･塚本       
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事で、ロータリーの公共イメージを向上させるため

に活動する。」を社会奉仕委員会の中で取り上げま

した。そしてそれに伴い人吉ロータリーでは初めて

地区補助金申請し、ロータリー財団地区補助金を活

用した、知的障害者陸上競技大会（スペシャル・オ

リンピックス）を平成27年11月1日（日）に多良木町

総合グラウンドで開催いたしました。会員皆様のご

協力ありがとうございました。この事業が、知的障

害者をはじめ、保護者の方々、障害施設の関係の

方々にも喜んでいただけたことから、次年度も継続

を行い地域にロータリーの認知度を高めるように延

岡会長も計画されている様です。 

 私達ロータリアンは、ロータリー公共イメージ

アップをめざし、地域の方々と共に協力を戴きなが

ら頑張って行かなければならないと思います。2016

年規定審議会において、提出立法案採決が行われ、

現在の「広報委員会」の名称も「公共イメージ委員

会」と修正されたようです。いかにＲＩはロータ

リークラブのアピールに力を入れているかが分かる

ようです。地域に根ざしたロータリー活動をこれか

らも行って行きましょう。一年間ありがとうござい

ました。 
 
【環境保全委員会】（戸髙克彦委員） 

年度計画の実施報告 

①.地域のクリーン作戦への参加 

  （花火大会、お城まつりの清掃） 

 花火大会翌朝の清掃は８月16日午前6時～7時に会

員とローターアクトの皆さん22名の方に参加いただ

き実施しました。なお、お城まつりは震災のため中

止となりました。 

②．環境保全問題に関する卓話（水と衛生） 

 ３月の水と衛生月間では、昨年８月24日開催の、

肥後銀行創立90周年記念講演会、アグネス・チャン

さんの「水の惑星に生まれて」の要旨を、３月４日

の例会において延岡研一会長にお話をいただきまし

た。延岡会長ありがとうございました。 

③．早朝例会の実施 

 （城内歴史資料館の50周年石碑周辺の清掃等） 

 11月20日に城内歴史資料館の50周年石碑周辺の清

掃を実施しました。32名の方にご協力いただきまし

た。ありがとうございました。 

④．九電の森ひとよし植樹参加 

 3月12日（土）下永野町の植林会場5,000㎡、九州

電力が実施する植樹に、人吉ロータリークラブ（会

員、家族。事業所従業員）としてご参加いただきま

した。ありがとうございました。 

 予算は20,000円、会長の卓話のお陰もあり、支出

は０でした。 
 
【地域発展委員会】（浅野強委員長） 

１．地域発展功労者の表彰 

 ５月に本田副会長の紹介で、地域の縁側プロジェ

クト活動中の中神町、下青井町の2団体を表彰  

２．地域開催行事への参加協力 

 ７月と２月に第13回春風マラソン実行委員会出席    

 （２月２１日開催） 

 11月と３月に人吉お城まつり実行委員会へ出席  

 （地震のため中止） 

３．外部卓話  10月 地域発展月間卓話 

  球磨地域振興局の福山局長様 

いずれも、皆さんに支えられての計画消化であった

ことを反省します。委員の皆さんには家庭集会も開

催せず申し訳ありませんでした。  

    

【青少年育成委員会】（井手富浩委員長） 

①青少年スポーツ大会援助 

 6/12(日)人吉球磨中学校柔道大会に￥20,000実

施、きじ馬サッカー大会につきましては、実施され

ておりますが本年度は援助依頼がございませんでし

た。（人吉商工会議所よりサッカー協力に主催変更

の為） 

②音楽を通した〝心の豊かさ〝プロジェクト 

前回報告の通り昨年 10/16西小学校に於いて実施さ

せて頂きました。 

③青少年奉仕月間卓話、4／22に実施。伊久美パス

ト会長に「交換留学生受入雑感」卓話をして頂きま

した。資料の少ない中、御自身の日記等まで、精査

して頂き、当時の貴重な体験、苦労話を話して頂

き、伊久美パスト会長、誠にありがとうございまし

た。 

④人吉ローターアクト40周年（2/27、28）式典、事

業参加。アクターの皆様の熱い想い、アイデアあふ

れるイベント等、大変だったと思いますが、立派な

成果を上げられたと思います。多くの会員の皆様の

出席ありがとうございました。 

⑤人吉市青少年育成市民会議への参加 

 昨年６月の総会研修会に始まり、育成部会、環境

補導部会への出席、青少年育成関係「５団体交流

会」への出席等、委員会で担当分担して参加いたし

ました。 

⑥地区ＲＹＬＡセミナー、前回報告の通り 

以上、会員の皆様、委員会メンバーの皆様の御協力

により、計画された事業ほぼ予定通りに実施できま

したが、恒例の事業は基より、「出前音楽祭」につ

きましては、教育委員会、西小学校より、大変感謝

頂き、次年度以降も是非、継続して頂ければと思っ

ております。次年度より青少年育成委員会は青少年

奉仕委員会に細則変更して頂きました。 
 
【ローターアクト委員会】（平田フク委員長） 

 ７月から12月までの活動は１月のクラブ協議会で

報告を致しましたので後半を中心に報告致します。 

これまでの例会・行事 

1月例会 1/8人吉ＲＣ合同新年会・1/28ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ例会 

2月例会 2/12コミュニケーションについて 

 2/25 40周年式典向け内容「おもてなしについて」 

2月27日・28日人吉ＲＡＣ創立40周年記念式典        

       テーマ「超☆全力 おheat 吉！」 

ロータリアンはじめ多くの関係者の方々にご支援ご

協力をいただき素晴らしい式典が出来ました事を心

より感謝いたします。 

3月例会 3/11 40周年反省会 3/24アクトの森清掃

活動について 

4月例会 ※4/14、16に発生した熊本大震災により
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4/19へ変更、防災についての卓話       

5月例会  5/22人吉市内清掃活動（人吉新聞に掲載） 

     5/25スウェーデンIC林業について 

6月例会 6/9アクトと株について   

 6/12（日）2730地区近隣ＲＡＣ（大口・えびの）と

の合同例会「熊本地震ﾁｬﾘﾃｨｰカルタ大会」 

6/30（木）今年度最終例会   

6/25(土)～26(日) 第3回会長幹事会・第31回地区ロー

ターアクト研修会大分県日田市 次年度に向けての引

き継ぎとアクターの卒業式を行う重要な式典     

これからのアクトについて・・・  

今期の卒業者5名 来期入会；現在5名以上の入会希望

予定。6/9のアクト例会において次年度会長の山崎よ

しのり君が次年度抱負を熱く語る（15名～20名の増強

をしたい）・会員増強に力を入れる 会員数目標を４

０名とする。今後ロータリークラブからのアクト助成

金の増額をご検討いただきたい。 

さいごに・・・ 

○毎回FAXで会員へ例会案内 

 ２名～５名のロータリアンが毎回参加 

 例会参加ロータリアン 
（安達・井手・本田・片岡・伊久美・北・水野・村田 

 永尾・中川・中島・大久保・武末・鳥井・安方） 

、故春木久江会員にはアクト行事へ積極的に参加頂い

ておりました。ローターアクトクラブ活動はロータ

リーの皆様のお力添えあってこそ皆様の強力なバック

アップを！今後ともぜひ宜しくお願い致します。 

 後１年アクト委員長をしますので、アクト例会・行

事への多数の出席をお願い致します。  
 
【国際奉仕委員会】（有村隆徳委員長） 

 韓国慶山ＲＣと第14次姉妹締結調印式を５月28日、

韓国大邱市の大邱グランドホテルにて無事終了するこ

とが出来ました。今秋は５月28日～30日の２泊３日の

行程で、会員18名、会員ご夫人３名、計21名のご参加

を頂き、大邱・ソウルを訪問致しました。ご参加頂き

ました皆様には心より御礼申し上げます。 

 ５月29日はソウルにてロータリー国際大会が開催さ

れまして、延岡会長と私の２名で参加いたしました。

さすがに世界大会は午前中の開会式が25000人。午後

の開会式25000人、計50000人が参加する大会でした。

世界200ヵ国以上の国から、ロータリアンが参加して

の大会で、ロータリークラブの幅広さに改めて驚きま

した。それぞれの国旗を掲げての参加ロータリーアン

の紹介は大変感動いたしました。 

 水野幹事、国際奉仕委員、つばめ旅行センター、伊

久美会員奥様、記念品を準備して頂いた原田会員をは

じめ、参加頂きました会員に御礼を申し上げて報告と

いたします。  
 
【米山記念奨学委員会】（山賀勝彦委員長） 

 本年は熊本西稜RCが世話クラブとなっている中国か

らの留学生『陳セイ』さんのサブクラブに指名されま

したので、この一年はこの奨学生に関する事業がメイ

ンとなりました。下記の活動を実施しました。 

◎７月27日第１回米山奨学生招待事業を実施。 

世話クラブ熊本西稜RCの山角カウンセラーと共に陳セ

イさんを例会に招待。人吉城址・繊月酒造を案内。 

◎９月６日熊本男女共同参画センターでの『米山セミ

ナー』への出席。当クラブより本田副会長・水野幹

事・石蔵会員に出席して頂きました。 

◎米山月間中の10月２日に陳さんの卓話を実施  

◎10月10日阿蘇 YMCAでの米山記念奨学生秋季研修

会に出席。 

◎３月16日ニュースカイホテルでの米山奨学生終了 

式・歓送会に出席。 

◎３月26日地区大会当日の人吉ナイトに陳さんを最

後の親睦会として招待し、就職（東京早稲田予備

校）など卓話をしてもらいました。 

 寄付金の方も皆様のご協力によりまして、普通寄

付・特別寄付・米山カードと多額の寄付ありがとう

ございました。５月には最後のお願いとして、米山

功労者規定に照らし合わせて、寄付残高が該当額に

近い方に対し個別にお知らせを配布させて頂きまし

た。（備考）6/10現在で894,000円となっています。

ご協力ありがとうございました。 
 
【Ｒ財団委員会】（宮原和広委員長） 

 ７月１日から現在までの寄付状況は下記の通りで

す。普通寄付(前・後期)Ｒ財団カード 3371.92ドル  

  特別寄付(12名) 2978.26ドル 計6350.18ドル 

目標額には届きませんでしたが、一人100ドルには達

成することができそうです。この一年間の寄付に感

謝申し上げます。 
 
【人吉ＲＣ奨学基金委員会】（片岡啓一副委員長） 

 奨学基金委員会は、人吉ＲＣ奨学基金委員会規則

に基づき、高校生への奨学金の給付に伴う奨学生の

募集、高校との連絡、応募受付、理事会・例会への

報告、奨学金の支給などの管理運営を行って参りま

した。本年度は、８月に奨学生の卓話をお願いし

て、奨学生を紹介し、12月には、奨学生の現状報告

や卒業する3名の将来の希望など、作文によって報告

いたしました。また２月には、28年度の新しい奨学

生の推薦を受け、推薦理由や本人の夢等を例会に報

告の上、６名の奨学生を決定いたしました。４月

に、人吉高校４名、球磨工業高校２名に、延岡会長

から「奨学生認定書」を授与していただいたところ

でございます。授与式の様子は、人吉新聞に掲載し

ていただきました。奨学生全員が、文武両道にしっ

かり励んでいることは、高校からの報告を受けてい

ますし、卒業後の状況などを把握しながら、取り組

んで参りたいと思います。また会員の皆様には、奨

学基金の補充・拡充等のため、年間寄付、特別寄

付、ニコニコ箱、ゴルフチャリティー等でご協力い

ただき感謝申し上げます。 

 なお、奨学金への特別寄付行為が、所得税や住民

税等の控除対象にならないのかという問い合わせも

受けていますので、関係官庁と相談して参りたいと

思います。 
 
【会計】（安方晃理事） 

 会計の役割は、適切な資金管理を通じてクラブの

財務の健全性を保つことであります。本年度の活動

報告といたしましては、地区研修や地区大会に出席

することで認識を深めることは出来ましたが、例会

にて財務状況や資金の管理の面では充分ではなかっ

たと感じております。 

 しかしながら、クラブの健全性は保たれており、

今後クラブの予算への関与や予算に沿って活動して

いることへの確認等を確実に行っていく所存です。 

           閉 会 


