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人吉ＲＡＣ合同例会 

納涼家族会 

 

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 
  
  

 

   会長 本田 節  
 
 ４年に１度のブラジルの

リオデジャネイロでのオリ

ンピックもいよいよ大詰め

となり、日本はメダルラッ

シュという嬉しい結果とな

り、毎朝テレビを見ては感

動で涙しているのは私だけ

ではないでしょう。 

 金メダルで国歌の「君が代」を斉唱している

姿は日本国民としての誇りと自信を感じさせま

す。私たちロータリーも毎週例会で国歌を斉唱

しているのも、日本人である事とロータリアン

でいる事の誇りでもあるでしょう。 

 アスリートのインタビューで誰もが“家族や

仲間そして応援して下さった皆さんのおかげで
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Ｐ１～２    会長の時間  

Ｐ2       幹事報告、 出席率報告、 

          退会挨拶 安方晃会員 

Ｐ３   会務報告、昨年度準米山功労者表彰                          

                ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

Ｐ４   納涼家族会 

ある”と感謝の弁を述べている姿も爽やかでし

た。40個を超える金・銀・銅メダルは、４年後

の2020年の東京オリンピックが非常に楽しみと

なりました。2020年の東京オリンピックに大い

に期待し非常に楽しみです。是非、皆さんで東

京オリンピックに行きたいものですね。 

 ところで、８月の月信で前田ガバナーはＲＩ

での３年に１度の規定審議会の概略をかかれて

おられますが、まず、「規定審議会」とはロー

タリーの規定の改定を審議する国際ロータリ

（ＲＩ）の立法機関であり、審議されるのは

「制定案」と呼ばれる「国際ロータリー定款」

「国際ロータリー細則」「標準ロータリークラ

ブ定款」の改定に関わるものと「決議案」と呼

ばれるＲＩ理事の検討するような決議するもの

の２種類です。 

 今月は会員増強及び拡大月間ですが会員減少

傾向に歯止めがかからないクラブも多いようで

す。この原因は、経済状況や地域の情況による

ものが大きいと思われますが、今回の規定審議

会を受け、どのように「ロータリークラブ細

則」を変えるのか、その結果がクラブの将来を

左右することになると思います。 

 楽な方へと走りすぎると、クラブの面白さや

良さが半減して、さらなる会員数の減少を招く

ことになるかもしれません。一方で、厳しすぎ

ても、ほかのクラブと比較して「なぜ、うち

ばっかり」という不満が出てくるかもしれませ

ん。 

 伝統を重んじ、古きを守るのは大事なことで

す。しかし、新しいものに対して拒絶すれば、

取り残されてしまうかもしれません。 

 今回の規定審議会では、「柔軟性」という言

葉がよく聞かれました。その結果、クラブに

「責任の重さ」を突きつけられることになった

ようにも思えます。単に規定の変更に沿って

「ロータリークラブ細則」を書き換えるのでは

なく、自分たちのクラブのあり方や未来をじっ

くりと見つめて、「ロータリークラブ細則」を
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変更しなければならないと思います。 

 クラブの個性が顕著になり、ロータリークラ

ブに入会するか否かではなく、どのロータリー

クラブに入会するのか会員候補者が悩む、そん

な時代が来るかもしれないなどと想像するのも

悪くないかもしれません。自分たちのクラブを

見つめ直す良い機会になれば、ロータリーの歴

史は良い方向へと書き換えられることでしょ

う。とロータリーの友で編集長が述べられてお

ります。 

 また、本日は米山功労者に堤正博会員と葉山

会員の２名、直前の山賀委員長提案の準功労者

（３万円以上）の９名の合計11名の皆様の表彰

があります。大変おめでとうございます。 

ロータリー米山奨学記念事業は日本独特の事業

であり、財源は会員の寄付で成り立っている事

業です。支援対象は外国人留学生で交流を通じ

て国際親善と平和に寄与するという目的の素晴

らしい事業です。来年2017年に財団設立50周年

と迎えるという事で今後とも会員の皆様のご寄

付宜しくお願いいたします。 

 本日は納涼家族会ですのでこれで会長の時間

を終わります。 

 

 

 
 
     幹事 葉山稔洋 
 

【連絡事項】   

・ガバナー月信８月号が届いております。本日 

 は夜例会のため、次週にお配りします。 

・熊本第６グループＩＭ開催案内のパンフレッ 

 トが届いております。こちらも次週お配りし 

 ます。来週参加出欠のFAXをお送りします。 

  開催日；平成２８年９月２４日(土） 

  場 所；あゆの里２階     

      第一部 全体会14時～ 

          記念講演 

          講師；前田眞実ガバナー 

           「ロータリーと共に」  

      第二部 懇親会18時～ 

 翌日25日(日)は、親睦ゴルフ大会５クラブ対 

 抗戦、8時集合、球磨カントリー倶楽部 

・玉名ロータリークラブ創立５０周年案内が来 

 ております。  

   日時；１０月２２日（土） 

   会場；司ロイヤルホテル 

   ◇記念式典･記念講演14時～16時30分 

     講演者 末續慎吾氏（陸上競技） 

     演 題 「私の人生と陸上競技」 

   ◇祝 賀 会；17時～19時 

   ◇登 録 料；会 員10,000円 

         同伴者8,000円 

 玉名ＲＣ50周年の翌日宇佐ＲＣ50周年がござ 

 います。合わせて登録案内をＦＡＸします。 

 多くの参加を宜しくお願いします。 

    宇佐ＲＣ５０周年 

   日時；１０月２３日(日) 

   会場；はちまんの郷宇佐 

     宇佐市大字川部1571-1  

  ◇記念式典；12時～ 

  ◇祝 賀 会；14時～15時30分  

  ◇登 録 料；会員10,000円・同伴者8,000円 

・熊本東ＲＣ八代東ＲＣより例会変更が届いて 

 おります。本日は掲示板がありません。参加 

 予定されている方は事務局に確認をお願いし 

 ます。 

  
 
  副委員長 川越公弘 

 

 

【退会挨拶】   

             安方 晃 会員 

           （肥後銀行人吉支店長） 

  この度、熊本市へ異動となり

退会することになりました。 

 人吉ロータリークラブの皆様

には短い期間でございましたが

入会時から何も知らない私を暖

かくお迎え頂き、大変お世話に

なりました。たくさんの楽しい思い出が出来ま

したことを嬉しく思っております。とくに今年

度は人吉ロータリークラブ６０周年の重要な年

度です。皆さんとご一緒に活動できないことが

非常に心残りでございます。 

 後任は私より数段いい男でございます。引き

続き宜しくお願い申し上げます。 

 最後に、人吉ロータリークラブの益々のご発

展と、皆様のご発展とご健勝を祈念いたしまし

て感謝の言葉と代えさせて頂きます。本当にあ

りがとうございました。 

    

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  70.49％ 

欠 席 者 数 18名  8 / 5 出 席 率 84.75％ 

出 席 者 数 41名 補 填 数      2名 

免除会員出席者数 2名 修 正 出 席 率  88.14％ 

＊届け出欠席  有馬・有村・岩下・村山・内藤・中村・大賀 

        大野・岡・大久保・新堀・田上・竹長・友永 

        堤脩・漆野・山口・小林清         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ； 

   戸髙   (クラブ広報家庭集会8/5） 

   新堀   （地域発展家庭集会7/27） 
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【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

     人吉ローターアクトクラブ  

     ８月第２例会 のご案内 
 
 日時；８月２５日（木）19時30分～20時30分 

 内容；チーム対抗ゴミ拾い例会 

 集合場所；人吉城跡ふるさと歴史の広場     

 担当；社会奉仕委員会 

次週ファックスで御案内します。多くの参加を

宜しくお願いいたします。 

 

【米山記念奨学委員会】      

          前年度委員長 山賀勝彦 

 本日は延岡年度の米山記念奨学委

員会より、一年間の寄付の報告と御

礼をさせていただきます。一年間特

別寄付、一般寄付、米山カード共

に、多くの皆さんご協力して頂き、

ありがとうございました。 

 

 一般寄付 381,000 

 カード  300,000 

 特別寄付 330,000 

 合 計 1,011,000 円 

  寄付して頂いた各会員には累計総額により米

山功労者規定に照らし合わせて表彰されます

が、米山功労者賞規定に於いては、初回が10万

円で、それ以降も10万円毎になっています。最

初の10万円までがハードルが高いので、人吉Ｒ

Ｃでは独自の規定を設け、３万円から５万円で

準米山功労者賞を表彰させて頂いています。 

 本年は９名の方が該当されました。表彰の記

念品を贈呈いたします。 

 以上９名、ありがとうございました。 

 次年度も米山功労者賞に向って寄付を続けて

下さい。 

 

 

【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〉 

・納涼家族会 全員スマイル 

・堤正博会員 安方支店長のご転勤おめでとう 

 ございます。人吉から離れられることは残念 

 です。今後のご活躍を期待します。   

・高山会員 今着ているシャツは新婚旅行でハ 

 ワイで買ったシャツです。あれから40数年、  

 お陰様で家内と空気のような感じの毎日を過 

 ごしています。            

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 安方支店長、お疲れ様でした。新 

 しい職場でも頑張って下さい。これからも宜 

 しくお願いいたします。        

〈米山記念奨学委員会〉 

・平田会員 毎例会、米山奨学基金を寄付しま 

 す。                 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・鳥井会員 安方会員のご退会、誠に残念でな 

 りません。勤務上の都合で仕方ないと思いま 

 すが、もう少し人吉に居てほしかったです。 

 短い期間でしたが、いろいろとご教授いただ 

 き感謝でいっぱいです。有り難うございまし 

 た。                 

 

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   人吉ＲＣ 準米山功労者表彰 
 
  井手会員65000   岡会員 50000 

  大賀会員30000   有馬会員50000 

  鳥井会員44000   平田会員50000 

  水野会員57000   齊藤会員33000 
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 司会進行：親睦委員会  青木一幸委員長 

             尾上暢浩副委員長 

 

 

開 会    青木一幸委員長 

      

会長挨拶  本田 節会長 

  みなさま、こんばんは。

今夜は納涼家族会という事

で会員のご家族の皆様に多

勢ご参加いただきありがと

うございます。 

  私達ロータリアンも、ご

家族の皆様のご協力とご理

解のもと活動ができます事

をこの場をお借りしてお礼申し上げます。 

  不肖私は60年の伝統と歴史を持つ人吉ロータ

リークラブの会長を仰せつかり、大変緊張して

おります。 

 よく他クラブのロータリアンの皆様が60周年

の節目に“女性会長とは、柔軟で革新的だ” 

とおっしゃっておられます。本当に光栄に思っ

ております。しかし、足りないことばかりの未

熟な会長ですので会員皆様のお力と友情と寛大

な心をお借りしながら、１年間頑張って参りた

いと思います。 

 どうぞ、2017年5月20日の60周年にはご夫人方

にも大変お世話になりますが、宜しくお願い致

します。 

 今夜は親睦委員会で色々企画していただいて

おりますので、最後までお楽しみ下さい。 

 

 

乾 杯   伊久美寛志パスト会長  

  こどもゲームコーナー開店 

  風船割り、わたがし作り 

手に手つないで  

閉 会 井手富浩会長エレクト 


