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点 鐘           本田 節会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田文仁員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
 
 
 

 

      会長 本田 節 
 

 
  皆様今晩は! 

  2016～2017年度の人

吉ロータリークラブがス

タート致しました。 

 本日７月１日、１回目

の例会を迎え大変緊張し

ております。 
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Ｐ１～２ 会長の時間  

Ｐ2～３  幹事報告 

Ｐ3    結婚誕生祝い、出席率報告、寄付の申し出  

Ｐ3～4 ﾆｺﾆｺR財米山人吉奨学寄付カード  

Ｐ4      新旧理事役員歓送迎会  

ております。 

 本日午後１時より青井阿蘇神社にて葉山幹

事、井手副会長、延岡直前会長、中川60周年実

行委員長と戸髙広報委員長のお世話により、１

年間のクラブの発展と人吉ＲＣの会員の皆様並

びにご家族のご健勝と60周年の盛会を祈願して

まいりました。 

 厳粛な祝詞が始まり、身も心も引き締まり、

いよいよ１年が始まったなと感慨深いものがあ

りました。その後、恒例の人吉市役所、人吉警

察署、人吉新聞社、球磨地域振興局、人吉税務

署、人吉商工会議所の６ヶ所を表敬訪問し、就

任の挨拶と今後のロータリー活動や60周年の行

事に対する協力をお願いしてまいりました。 

 さて、第１回目の例会において、まずは私の

所信を述べさせていただきます。 

 歴史と伝統を誇る人吉ロータリークラブの第

60代会長をはからずもお受けすることとなりま

した。会員としての期間も短く、全く予想もし

なかったことですが、会員の皆様のご支援を仰

ぎながら、クラブ運営に全力を尽くしたいと思

いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 今年度ＲＩジョン・ジャーム会長は、「人類

に奉仕するロータリー」をテーマに掲げ、「単

にロータリアンの数を増やすことではなく、

ロータリーによる善き活動をより多く実現さ

せ、将来にロータリーのリーダーとなれるロー

タリアンを増やすこと」が重要だと言っておら

れます。 

 また第2720地区2016～2017年度前田眞実ガバ

ナーは、「学ぶ・守る・育てる・未来へ向け

て」を地区スローガンに掲げ、ロータリーの基

本を学び・守り、かつ時代に沿って柔軟に変化

をしていくべきであると述べられ、不易流行を

意識した組織運営の重要性について提言されて

います。 

 このＲＩや地区のスローガンをもとに、創立

60周年を節目として、今年度の人吉ロータリー

クラブのテーマとして「復古創新－60周年を祝
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い、地域に奉仕しよう。」を掲げさせていただ

きました。 

 2005年、ロータリー誕生から100周年を迎えた

ことを機に、CLP(クラブリーダーシッププラン)

の導入、４大奉仕から５大奉仕への拡大、職業

人以外の入会等と、ロータリー全体のシステム

が大きく代わり始めました。まさに「復古創新

（古いものに固執するのではなく、いにしえの

良きものをよみがえらせ、そのうえに新しい時

代の良きものを創っていくこと）」として、未

来へ向け、新しいものを創り重ね、次世代を担

う人材を育成していくことこそが我々の使命だ

と、テーマへの想いとして込めさせていただき

ました。 

目標として、以下の７点をあげます。 

１．人吉ロータリークラブ創立60周年事業に向   

   け、会員及び会員家族の理解と結束力を高 

    める。 

２．60周年を迎えるにあたり、様々な事業実施 

    において60周年を強くPRし、ロータリーの 

    公共イメージと認知度を向上させる。 

３．熊本地震への復興支援など、人道的奉仕活 

    動を活発的に取り組む。 

４．充実した例会を目指し、出席率を向上させ 

    る。 

５．「ロータリーの目的」と「４つのテスト」 

    に基づいた職業奉仕の倫理性について理解 

    し、会員同士のより深い信頼と親睦を図 

  る。 

６．会員一人一人が、111年間の歴史と約200カ 

    国を超える国と地域に約123万人の会員がい 

    るという、ロータリークラブの素晴らしさ 

    と魅力を再認識する。 

７．会員一丸となって、ロータリアンはもとよ 

    りロータアクト等、将来を担う若者達の人 

    材を育成する。 

以上、テーマを含めた所信を述べさせていただ

きましたが、未熟な会長でございますので会員

皆様方のご支援・ご協力を頂きながら、歴史と

伝統ある人吉ロータリークラブの創立60周年を

共に祝い、強い絆をもって地域に奉仕できるよ

う、努力して参りますので、一年間どうぞ宜し

くお願い申し上げます。 

 一度しかない、そしてたったの１年間、私ら

しく楽しく活動して参りますので、どうぞ益々

の友情を深めていただきますよう重ねてお願い

いたします。 

 

 
 
         

      幹事 葉山稔洋 
 
【理事会の承認事項】 
 
1号議案 例会時間及び場所変更の件  

 7月1日《新旧役員理事歓送迎会》例会18時30分よりとす 

 る。 

 8月19日《納涼家族会》例会18時30分よりとする。 

 9月30日《月見例会》例会18時30分より、場所変更    

 ひまわり亭とする。   

  12月16日《忘年会》例会18時30分よりとする。 

  1月  6日《新年会》 例会18時30分よりとする。 

  3月 31日《花見例会》例会18時30分より場所変更 

 石亭の館とする。   

  6月2日《賀寿例会》例会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分よりとする。 

3号議案 クラブ協議会開催日程の件  

 ４回実施する。 

（7月8・15日 9月9日 １月13・20日 6月16・23日） 

4号議案 ガバナー公式訪問日程の件   

  ９月９日（金）例会とし、例会終了後13時00分～ 

 14時00分奉仕プロジェクト部門のクラブ協議会と 

 する。懇親会は第６グループ合同で9月8日（木） 

 あゆの里において開催する。   

5号議案 例会休会及び取り止め日程の件  

  取り止め  8月12日・11月４日・12月30日・3月24 

 日の計4回とする。    

6号議案 名誉会員の件    

  原田英一氏 高嶋康二氏 馬場貞至氏の3名とする。 

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 

  岩本泰典会員・齋藤日早子会員以上5名とする。 

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 

  行事とする。     

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    

 １名2,000円とし、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･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 

 年度と同様とする。  

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）で戸高克彦会員倉庫 

  を借りる。     

16号議案 台湾稻江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する。  

 及び創立30周年記念式典の件    

 参加費用については特別会計から予算化する。  
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 17号議案 ロータリー財団への普通寄付の件  

 １人150ドルを目標とする 。会員より40ドル/年、  

 新会員20ドル/年。    

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する。   

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。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･ネクタイ着用のときは事前に連絡す 

 る。 

21号議案 ガバナー補佐活動費として特別会計より15 

 万円の支給を決定する   

22号議案 各団体後援依頼の件   

 人吉市暴力追放協議会年会費10,000円  

 人吉球磨総合美展：ロータリー賞として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  

  

【報告事項】 

《ＲＩ分担金について》    

人頭分担金：1人あたり56ドル 

      (前期28ドル後期28ドル) 

規定審議会分担金：1人あたり1.5ドル（前期のみ） 

《2720地区会員負担金について》   

地区運営分担金8,100円（前期4,050円後期4,050円） 

地区事務所費維持費4,000円 

           (前期2000円後期2000円） 

地区大会分担金4,500円（前期のみ） 

日本青少年交換委員会分担金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） 

公共イメージ運営費 600円（前期300円 後期300円） 

2016年7月のロータリーレートは,1ドル＝102円  

 

《例会変更及び取止め》    

八代東ＲＣ→新会員歓迎・親睦例会の為7月28日木曜

日18:30～イタリア料理イル・ファーロに変更 

   

  

 

 

 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 本田 節会長より会長就任記念として、葉山

稔洋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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】     委員長 青木一幸 

 

   委員長 内藤靖雄 

 

【寄付カード】   ﾆｺﾆｺ箱副委員長 高山征治 
  
〈ニコニコ箱委員会〉  

・堤正博 本田丸の船出をお祝いします。す 

  ばらしい航海でありますように期待してい 

 ます。               

・鳥井会員 昨日までの旧役員の皆様大変お 

 疲れ様でした。また、今日からの新役員の 

 皆様お疲れ様です。60周年事業等で多忙な 

 日々と思いますが頑張って下さい。  

・浦田会員 本田年度の門出を祝して  

・堤脩会員 本田会長、葉山幹事年度のス 

 タートをお祝い申し上げます。    

・葉山幹事 延岡直前会長、水野直前幹事は 

 じめ理事役員の皆様お疲れ様でした。今年 

 度本田会長の幹事として1年間精一杯努めて 

７月の誕生祝い  

 北 昌二郎会員 10日    

 増田 力会員  23日   

 鳥井正徳会員    23日  

 齊藤日早子会員 27日  

会   員   数   62名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  88.14％ 

欠 席 者 数 7名  6 / 1 7 出 席 率 81.03％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数 7名 

免除会員出席者数 2名 修 正 出 席 率  93.10％ 

＊届け出欠席  有馬・有村・小林清・中村・大久保・田上・竹長        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；   

 次年度委員会；6/9～6/18 

        小林祐・友永・武末・大賀・鳥井・岩井・新堀       
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 まいりますので宜しくお願いします。新役 

 員理事の皆さん宜しくお願いします。アク 

 トの皆さん宜しくお願いします。   

・延岡会員 本田・葉山丸の出航おめでとう 

 ございます。1年はあっという間に過ぎてい 

 きますよ。頑張って下さい。     

・浅野会員 おかげさまで本日14周年を迎え 

 ました。身内でお祝いのため早退します。 

                   

・井手会員 本田会長、葉山幹事大変ですが 

 一年間宜しくお願い致します。後をついて 

 まいります。            

・石蔵会員 本田会長、葉山幹事、1年間よろ 

 しくお願い致します。        

〈Ｒ財団委員会〉 

・高山会員 本田節ちゃん、葉山としちゃん、 

 又、役員の方々、今年１年頑張って下さい。 

                   

・中川会員 本田会長、葉山幹事いよいよス 

 タートとなりました。おめでとうございま 

 す。60周年もありますので協力宜しくお願い 

 いたします。            

・浅野会員 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文      

・延岡会員 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文      

〈米山記念奨学委員会〉 

・浅野会員 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文      

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・浅野会員 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文      

 

     点 鐘  本田 節 会長 

 

     新旧理事役員歓送迎会 

          

  

 

  

・新年度本田会長挨拶 

 

 

 

・旧理事役員の皆様へ労いと感謝の言葉 

 

 

   延岡直前会長 

   水野直前幹事へ 
     
  記念品と花束贈呈 

・新年度理事役員の紹介 

・乾杯  

 伊久美パスト会長 

 

 

 

・人吉ローターアクトクラブ 

 新年度役員・メンバーの紹介 

      人吉ＲＣ ＲＡ委員長 平田フク 

 新会長挨拶  

 山崎祥功君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・閉会 

   井手富浩副会長 

 

   

進行；青木一幸親睦委員長 

手に手つないで 

会  長  山﨑 祥功 

副会長  川野 貴大 

幹  事  久保山慧美 

副幹事  田口 ゆり 

会  計  緒方 茜 

社会奉仕委員長  尾方 志帆 

クラブ奉仕委員長  山口 初実 

専門能力開発委員長  吉田 康輝 

国際奉仕委員長  田口 ゆり 

社会奉仕委員  尾方 佑梨 

クラブ奉仕委員  尾方 亜衣 

クラブ奉仕委員  大賀 貴嗣 

専門能力開発委員  平川 克也 

国際奉仕委員  岳野美有希 

国際奉仕委員  八木 俊樹 

新人  岩本 茉由 

新人  宮原 未怜 


