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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田ＳＡＡ委員長 
 
              国 歌「君が代」            

              Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 

司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
  
来訪者紹介  本田 節 会長 
  
          人吉ＲＡＣ会長 山崎祥功君 

       

 

   会長 本田 節 
  

 明後日７日は２４節気の立秋

を迎えますが、まだまだ３５度

を超える猛暑が続いておりま

す。皆様いかがお過ごしでしょ

うか。暑中お見舞い申し上げま

す。どうぞお体ご自愛下さい。   

 ７月１日よりスタートしまし

た本年度も１ヶ月が過ぎ、各機関や他クラブへ
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Ｐ１～２    会長の時間  

Ｐ2       幹事報告、 出席率報告、会務報告 

Ｐ2～３     会計監査報告、８月誕生祝い 

Ｐ3～4    会員増強月間卓話 中川副委員長 

Ｐ４       ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

の表敬訪問、２週に渡るクラブ協議会での委員

会の方針及び計画発表、各委員会の家庭集会と

あっという間の１ヶ月でした。 

 ８月１日の家庭集会は、米山記念奨学委員

会・ロータリー財団委員会・人吉ＲＣ奨学基金

委員会・ロータリー情報委員会、４つの委員会

が合同で開催されました。有馬委員長の自宅に

て開催して頂き、念願の手作り水餃子を始め、

奥様のとても美味しい家庭料理をごちそうにな

り、渡辺パスト会長の新鮮な魚の刺身の差し入

れ、井手副会長の広島の牡蠣が届き、大変感激

し、心から感謝を申し上げます。お陰様で各委

員会の親睦と交流が深まり、楽しい一時でし

た。有馬家では家族が一同に介する喜びの日は

必ず作られるという事で、満州で過ごされたお

父様とお母様の思い出の水餃子というお話で、

具は肉・ニラ・春雨が入っており、皮も手作り

のジャンボ餃子で食べ応えがあり大変美味し

かったです。ありがとうございました。 

 それぞれの家庭には、それぞれの食文化が親

から子へと繋がっていき、８月のお盆になると

精霊さんを迎える食として、迎えだごにソーダ

饅頭、盆煮染め、トイモとトサカの酢の物、山

菜の混ぜ飯等が我が家の母から伝わる盆料理で

す。今年もお盆前に墓掃除をし、御先祖様をお

迎えしたいと思います。職業分類に郷土料理を

付け加えて頂いた入会時の職業分類委員長に感

謝をしたいと思います。 

 さて、いよいよ４年に１度のオリンピックが

ブラジルのリオデジャネイロで日本時間の明日

の朝開幕されます。熱い熱い戦いが繰り広げら

れ感動を呼ぶ事でしょう。時差が１２時間です

ので寝不足にならないよう気をつけたいと思い

ます。 

 以前、縁あってブラジルのサンパウロ出身の

日系２世のネルソン君という青年が熊大の大学

院を卒業後１年間我が家に滞在しておりまし

た。滞在の理由は建築設計の研修でしたが、と

ても素晴らしい青年でした。現在、ブラジルで
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活躍しております。まさに国際交流であり子ど

も達にとってもとても良い経験ではなかったか

と思っております。 

 ８月は会員増強及び拡大月間です。後ほど中

川パスト会長の会員組織増強副委員長が会員増

強についてお話をして頂きます。よろしくお願

いします。 

 「ロータリーの目的」や「効果的なロータ

リークラブの定義」にも謳ってあるように、会

員増強は魅力的な楽しいクラブ運営において重

要な活動であります。本日のＳＡＡ委員会でも

８月誕生日の会員の皆様のお席をメインテーブ

ルにし、親睦委員会では一輪のバラの花（バス

フラワー）を用意して頂き、色々な工夫をあり

がとうございます。例会での会場作りやプログ

ラムの組み方は例会出席率向上にも繋がり、会

員増強にも繋がるのではないでしょうか。バス

フラワーとスタンドは葉山幹事に準備して頂き

ました。使い方は別紙に書いてありますのでお

誕生日の方は、花びらが入浴剤となっておりま

すので早速今夜試してみて下さい。爽やかでリ

フレッシュできます。 

 １９日は納涼家族会が開催されます。多くの

ご家族のご参加をお待ちしております。お子様

にも楽しんで頂ける企画が親睦委員会でなされ

ているようです。これで会長の時間を終わりま

す。 

本年度のクラブのテーマ“復古創新”６０周年

を祝い地域に奉仕しようです。 

 

 

    

         幹事 葉山稔洋 

 

【理事会の承認事項】  

・「ＮＰＯ法人 風の環コンサート」から  

 ニューヨークでの出演依頼を人吉ねぶか太鼓 

 が受けており青少年育成の観点から３万円を 

 寄付することに先程の理事会で決定しまし 

 た。 

・2016-17年度の予算案が承認されました。 

【連絡事項】   

・人吉ＲＣ次週12日の例会は御座いませんので 

 お間違えの無いようご注意下さい。従って 

 事務局員緒方さんも11日から15日まで休みと 

 なります。何か急用が御座いましたら私まで 

 連絡をお願いします。次々週19日は家族納涼 

 会18：30から当ホテルあゆの里であります。 

 くれぐれもお間違えの無い様にお願い致しま 

 す。 

・指宿ＲＣから2730地区大会の案内が届きまし 

 た。9月30日から10月2日開催、掲示板に張っ 

 ておきますので確認をお願いします。  

・公益財団法人ロータリー日本財団から確定申 

 告用寄付領収証が届きましたので該当者に8 

 月の請求書と一緒にお渡し致します。     

・ひとよし春風マラソン第1回実行委員会の案 

 内が届きましたので漆野青少年奉仕委員長に 

 お渡し致します。    

・人吉市青少年育成市民会議主催の花火大会街 

 頭パトロール実施について書類が届きました 

 ので山賀青少年奉仕副委員長にお渡し致しま 

 す。 

・八代ＲＣから週報が届いておりますので回覧 

 します。 

・熊本西ＲＣから例会変更が届いております。 

 掲示板に張っておきますので確認をお願いし 

 ます。  

 

  

 
 
          委員長 内藤靖雄 

 

 

【環境保全委員会】   委員長 村山能史 

  ≪夏のクリーン人吉早朝清掃案内≫ 
 

 人吉花火大会翌朝の１６日

(火)朝６時より７時まで清掃

作業が行なわれます。人吉Ｒ

Ｃの清掃区域は相良護国神社

境内及び周辺になります。参

加者はメークアップ扱いで

す。皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 

 

【 2015～2016年度 会計、監査報告】 

  

         会計 安方 晃  
  
  決算報告書の収支を説明 

                                         

            

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  84.75％ 

欠 席 者 数 9名  7 / 2 2 出 席 率 76.27％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数      6名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  86.44％ 

＊届け出欠席  戸髙・中村・岩下・大野・田上・大賀・有村 

        堀川・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； 

   友永   (Ｒ財団家庭集会8/1） 

   大野･新堀（ＳＡＡ家庭集会7/20） 

   山田   （親睦家庭集会 7/20）     

   井手･漆野（地区広報･青少年ｾﾐﾅｰ7/10） 
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                       監査 武末憲一 

 去る７月２９日、ロータリー

事務局に於きまして、人吉ロー

タリークラブ2015～2016年度一般

会計、特別会計、人吉ＲＣ奨学

金基金、友愛基金の決算書につ

いて会計監査を行いました。収

支ともに厳正に処理され、かつ、領収書、通帳

等も適切に保管、記録されており、すべて適正

であることを認めます。以上、報告いたしま

す。 

 

【親睦委員会】      委員長 青木一幸 

【会員組織増強委員会】  

 

     ８月 会員増強月間卓話 

 

            副委員長 中川貴夫 

           ロータリー歴21年2ヶ月 

               職業分類 自動車整備 

                  

2016-2017年度 

国際協議会で、ジョン・ジャーム

ＲＩ会長は、「人類に奉仕する

ロータリー」をロータリーテーマ

として掲げられました。皆様もご

存じの通りだと思います。 

 さて、８月は、会員増強・新ク

ラブ結成推進月間となっておりプログラム委員

長より卓話の依頼がまいりましたようで岩井会

員増強委員長より「私に卓話をするように」と

指名がありました。ロータリーの慣例により

「はい」か「イエス」しかない事を特にアピー

ルしている私としては、「はい、やらせて戴き

ます。」と返事を致しました。プログラム委員

長の指定された時間、お話をさせて戴きたいと

思います。宜しくお願い致します。 

  現在、全世界の会員数は1.235.100人、200国

以上、クラブ数35.247、地区数537となっている

様です。日本のクラブ数2.269、会員数89.527人

（2016年5月末現在）です。 

 私たちも皆様も、会社を良くし、地域を、日

本を、そして、世界をより良くする活動に自ら

参加したいと思い、ロータリーに入会したので

はないでしょうか？ 

 大部分の人は、違いますよね？だって、ロー

タリーの事は、入会して学んで分かる事がほと

んどだと思いますからね。たとえば、入会し

て、素晴らしい事だと思って、Ｒ財団に特別寄

付をするとか、米山奨学基金に特別寄付すると

か？まずは入会しないと分かりませんもんね。 

最初は、先輩たちに教えて戴いて、少しづつ分

かる事ですよね。それから、ロータリーを少し

づつ真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を

日々生かす決意をすれば、自分がいかに素晴ら

しい影響をもたらすことが出来るか見えて来て

いると思いますよね。その素晴らしさを、皆様

の友達に訴え仲間を増やそうではありません

か。 

 ジョン・ジャームＲＩ会長は、「今年度、従

来の会員増強と違うのは、会員は増やさなくて

はならないが、質を落としてはダメだと言う事

です。」と話されています。したがって、前田

眞実ガバナーは、「質を落とさない為には教育

が必要であり、今年度の地区組織の中に新設の

研修委員会を加えたことは、とても意義のある

事だと確信しました。」と述べられています。 

前田ガバナーの、地区スローガンは「学ぶ・守

る・育てる・未来へ向けて」です。まさに、

打ってつけのスローガンではないでしょうか。 

  世界では７年間に、100万人の新会員が入会

し、同じく100万人がロータリーから去って行っ

たそうです。 

 人吉ＲＣは、新会員を増やし、会員を維持す

ることにより、７月１から３月１日までの間

に、会員を少なくとも１名純増させ、６月３０

日には１人も退会者が出ない委員会活動を目指

していこうと思っています。人吉ＲＣの先輩達

から、私が入会当時から言われたことは、「常

に会員が減ると言う事を考えながら新会員の入

会を考えなければなりませんよ。病気もあるし

ネ」と言っていただきました。ですから人吉

ロータリー・クラブの現状・体質を認識し新会

員獲得と合わせて、退会防止も、目指して頑張

らなければならないと思っています。岩井委員

長も頑張ってアプローチをされていますので、

会員の皆様も会員獲得の援護射撃を宜しくお願

い致します。 

 今度の規定審議会でも、他クラブを退会され

た会員の入会についても、前クラブからの推薦

状は特に必要で無くなった様ですので素晴らし

いと思われる人がいらっしゃれば是非推薦を岩

井委員長と葉山幹事さんに上げて下さい。 

 ここで、推薦の方法をお話ししたいと思いま

８月の誕生祝い  

 中村 太郎会員  19日  岩井 和彦会員  22日  

 高山 征治会員  23日  宮原 和広会員  23日 

 釜田 元嘉会員  27日 村田 武澄会員 28日 
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すので、新会員さん及び若い会員さんは、しっ

かり聞いて戴きたいと思います。 

先日、新会員の岩下さんと後藤さんにはお話し

致したのですが、「お二人は選ばれて、そして

望まれて入会をされたのです。」とお話をさせ

て戴きました。 

 それと同じように、人吉ＲＣの全会員のみな

さんは、みんな望まれて入会されたのです。大

きいクラブになればなるほど、審査が厳しくな

ります。それは、現在入会されている会員の輪

を尊ぶからであります。お分かりだと思いま

す。小さいクラブも手続きは同じなのですが、

審査が分かりやすくなると言う事です。 

 例えば、10人のロータリー・クラブとしま

しょう。ある会員の名前が挙がったとしたら、

「この人はどうかな？」話すと、「彼は良い人

だ」とすぐ分かります。ところが、65人のクラ

ブだとしたらどうでしょう？入会前は、みんな

に聞けないでしょう？何故なら、全員に聞くと

入れるか、入れないかわからない時にその人の

情報を知ってしまうからです。お分かりですよ

ね？入会出来なかった時がその人を傷つけてし

まうからです。 

「入会前の会員予定者が傷ついては、絶対なら

ないからです。」 

人吉ＲＣに入会されずに、傷つかれ、おそらく

不信感を持たれる事にからです。その事を考え

ると、会員増強委員長・幹事さんの気配りが重

要になります。実際、名前が上がり入会できな

かった方もいらっしゃいます。私は、地区の会

員増強委員会に出向したため、他のロータ

リー・クラブより卓話の依頼がありましたの

で、そのクラブにあった話をさせて戴きまし

た。 

 例えば、宇土ＲＣは18名ですが、このクラブ

は一業種一種を崩していません。ですから敵対

する人もいないのですが、分類を増やして入会

を目指して欲しいと思いますし、八代ＲＣ（67

名⇒現在71名）では、女性の入会についてのア

ドバイスを、我がクラブの例を出して話させて

戴きました。歴史のあるクラブほど、「女性が

入会すれば、俺はやめる」という先輩がいらっ

しゃる事のようです。ところが入会されれば、

辞めずに仲良くされているとか？いないとか？

と言う話も聞きます。過激な事を言う会員の方

は、「１人の男性より、３人の女性が入った方

が会員数が増えるし、いいじゃないですか？」

皆さんどう思われますか？ 

 私は、「各クラブに自主権はあるのですから

良く話し合われて行われたら良いのでは？」と

話して置きましたが。（男性ロータリアンが女

性ロータリアンを、又その反対も同じく、信じ

なければみんなを信じないのと同じでは）と思

います。 

 会員増強・退会防止は、会長はじめ会員の

チームワークから始まります。楽しい例会を心

がけ、また会員一体となったクラブ運営を行い

ましょう。 

 皆さん、尻込みせずに楽しい仲間を減らさ

ず、増やそうでは有りませんか。行動するか、

しないかは皆さん次第です。会員増強委員会も

頑張りますので皆様のご協力をよろしくお願い

致します。一緒に行動しましょう。ありがとう

ございました。 

       

 

【寄付カード】    

    ﾆｺﾆｺ箱委員長 竹長一幸 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会員 会計、監査が終わりホッとしてい 

 ますが、繰越金が少なくてゴメンなさい。 

                    

・葉山幹事 先日家庭集会で有馬さんちの餃子 

 を久々に頂きました。お世話になりました。 

 中川パスト会長卓話ありがとうございまし 

 た。                 

・友永会員 早退します。        

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・岩井会員 中川さん、本日は急なお願いに嫌 

 な顔一つせず卓話を受けていただきありがと 

 うございました。また、誕生日のお祝いあり 

 がとうございました。         

・高山会員 誕生祝いありがとうございまし 

 た。お陰様で73歳になりました。中川会員の 

 素晴らしい話ありがとうございました。 

・宮原会員 誕生祝いありがとうございます。 

                    

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 いつものように米山記念奨学会 

 へ特別寄付をいたします。       

・平田会員 毎例会米山奨学基金に寄付しま 

 す。                 

 

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

  


