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 前田眞実ガバナー公式訪問例会 

 

点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田文仁ＳＡＡ委員長 

   

       

 

 

 

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  

 

 国際ロータリー第２７２０地区 

     前田 眞実 ガバナー  （大分キャピタルＲＣ） 

    中野 裕貴 地区幹事  （大分キャピタルＲＣ） 

   熊本第６グループ 

        片岡啓一ガバナー補佐     （人吉ＲＣ） 

        水野虎彦ガバナー補佐幹事   （人吉ＲＣ） 
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告 

     片岡啓一ガバナー補佐挨拶 

Ｐ２～４ 前田眞実ガバナーアドレス 

     バナーの贈呈 

      ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

 

   会長 本田 節 
 
 本日は、第2720地区前田

眞美ガバナーをお迎え

し、ガバナー公式訪問例

会を開催させていただき

ます。 

  昨夜の第６グループの

合同ガバナー歓迎会で

は、中野地区幹事をはじめ、片岡ガバナー補佐

をお迎えし、当ひまわり亭におきまして盛会に

開催せていただきました事を、まずご報告いた

します。皆様、尽きることのない会話の中に、

前田ガバナーのお人柄と第６グループの会長幹

事の和気あいあいとしたネットワークに楽しい

時間を過ごすことが出来ました。また、本日、

午前中の会長幹事会では、多くのご指導を仰

ぎ、緊張の中にも大変充実したお話を頂き、心

から感謝を致します。前田ガバナーの地区ス

ローガン「学ぶ、守る、育てる、未来へ向け

て」に向け、綿密な段取りがなされており、そ

れに向け、私たち人吉ロータリークラブも一年

間の活動方針を作らせていただき、そのすべて

に目を通して頂きました。非常に素晴らしい活

動方針だということでお褒めの言葉も頂き、こ

れまでの諸先輩の積み重ねのおかげだと改めて

感謝を申し上げます。 

 前田ガバナーにつきましては、後程片岡ガバ

ナー補佐がご紹介されると思いますが、一言で

申し上げるならば、“頭脳明晰カリスマガバ

ナー”と言われるほど有能な人材であり、私た

ちの先頭に立ち、率先して行動で示し、ロータ

リーに対して常に真摯な姿勢で高潔性を大切に

しておられます。正直、初対面の時には気難し

い方なのかなと遠目で見ておりましたが、ある

大分市で開催されたセミナーの際に、ガバナー

の方からお声掛けいただき、「人吉ロータリー

クラブの本田さんですよね。同級生ですね。」

と言っていただいたことから、非常に身近に感

国 歌  「君が代」            

Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

四つのテスト唱和 
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じるようになりました。 

 本日は、ガバナーアドレスをお聞きし、より

ロータリーを理解し、私が本年のスローガンと

させていただいた「復古創新！60周年を祝い地

域に奉仕しよう」の活発なる活動に向けて会員

一同、努力してまいりたいと思います。ガバ

ナーには、遠路はるばる、大変お疲れのことと

存じますが、宜しくお願い申し上げます。また

ガバナーには激務の中、どうぞ体調を壊されな

いようご自愛いただき、私たちのリーダーとし

てご活躍頂ければと願い、公式訪問における会

長の時間を終わります。 

 

 

  
 

      幹事 葉山稔洋 

【連絡事項】  

・昨年に引続き社会奉仕委員会事業｢人吉ＲＣ 

 チャレンジカップ陸上競技大会｣が10月16日 

 （日）に多良木町総合グランドにて行なわれ 

 ます。皆様の参加をお願い致します。 

・おくんち祭り赤い羽根街頭募金協力お願い  

 日 時；10月9日（日）10:30～12:00 

  → 社会奉仕委員会 北委員長へ 

・熊本りんどうＲＣ創立10周年記念式典の案内 

  平成28年11月23日（祝･水） 

  熊本ホテルキャッスル 

  記念講演；14時～15時30分 

     講師 橋下 徹氏 

     演題｢地方から国を支えるということ｣  

  式 典；16時～16時45分 

  祝 宴；17時～19時 

・熊本結婚相談室アイキャンより｢出会い｣パー 

 ティー後援お礼とチラシを掲示します。 

・人吉医療センター広報誌「翔」、指宿ＲＣ週 

 報を回覧します。  

・八代東ＲＣ例会変更のお知らせを掲示しま 

 す。 

 

  

   副委員長 川越公弘 

 

【ガバナー補佐挨拶】 

         ガバナー補佐 片岡啓一 
 

 2720地区内には74クラブ

ありますが、本日43回目の

公式訪問です。後半に入り

お疲れかと存じますが、お

若く元気なガバナーですの

で最後まで頑張っていただ

きたいと思っております。 

    ～ガバナープロフィール～ 

・所属クラブ；大分キャピタルＲＣ 

・職業分類；専門学校 

・生年月日；昭和30年3月17日 

・勤務先；アンビシャス国際美容学校経営責任者 

・ロータリー歴；1999年大分キャピタルＲＣ

入会（チャーターメンバー）、地区の各委員

長を歴任され、2015-2016年ガバナーエレク

ト、昨年アメリカ・ サンディエゴで開催され

た国際協議会で研修を受けられ、今年ガバ

ナーに就任されました。大変真面目でロータ

リーに対して実直に取り組まれロータリーの

知識も深い方です。ロータリアンとして私も

たいへん尊敬を申し上げているガバナーであ

ります。今日も意義あるお話が聞けることと

思います。最後までお聞きいただきお役立て

いただければと思います。 

 

  

        ガバナーアドレス 

           ガバナー 前田眞実   

 本日はガバナーアドレスとして例会の貴重な

時間をいただき大変感謝しております。 

 本日のアドレスの内容は次の４つのことを柱

に進めてまいります。①国際協議会の報告、②

今年度の地区方針、③規定審議会について、④

その他 どうぞ宜しくお願いいたします。 

 
 
①国際協議会の報告 

国際協議会が2016年1月17日～22日（現地時間）

の6日間、マンチェスターグランドハイアット

サンディエゴホテルにて開催。 

２日目の本会議にて、RI会長エレクトのジョ

ン・F・ジャーム氏より次年度テーマの発表と

講演。 

＊届け出欠席  

   浅野・後藤・小林清・村山・内藤・中村・延岡・大賀・尾上 

   新堀・田上・戸髙・友永・外山・渡辺・堀川・大野         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ； 

   和田（プログラム家庭集会8/29） 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  70.69％ 

欠 席 者 数 17名  8 / 2 6 出 席 率 79.66％ 

出 席 者 数 41名 補 填 数      1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  81.36％ 
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テーマは「人類に奉仕するロータリー」という

ことで、とても分かりやすく日本のガバナーエ

レクトに好評でした。 

 講演内容の中で印象に残っている３つは、 

１．2017年ロータリー財団は記念すべき100周年 

 を迎える。周年行事を含め、ロータリー財団 

 の活動に取り組んで貰いたい。 

２．会員増強について 

 ただ、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、質を落としてはい 

 けないこと。 

３.公共イメージのＵＰ 

 ロータリーの活動を多くの人に知ってもらう 

 ことがロータリーのイメージを上げ、そのこ 

 とから増強に繋がる。それにはマスコミを含 

 め、一般の人から喜んでもらえる奉仕プロ 

 ジェクトを実施することが大切。 

 

研修とは別に、懇親会や晩餐舞踏会、祭りの

カーニバル等、他国の人と触れ合う機会があ

り、そこで、多様性について学ぶことが出来、

お互いを尊重し合うことの大切さを学びまし

た。このような機会を与えていただいたことに

衷心より感謝を申し上げます。ロータリーの目

的の実現、並びに、地区やクラブの発展に少し

でも寄与できればと思います。ハードではあり

ましたが、楽しい充実した国際協議会でした。 

 

②今年度の地区方針 

今年度の地区スローガンは「学ぶ・守る・育て

る・未来へ向けて」としました。ロータリーは

2005年に100周年を迎え、それを機にロータリー

のシステムが大きく変わり始めています。一例

として、ＣＬＰの導入、４大奉仕から５大奉仕

へ、職業人以外の入会、Ｅクラブや衛生クラブ

の誕生、未来の夢計画によるＲ財団のプログラ

ムの変更等が挙げられます。 

そんな中で、私たちが取り組まなければならな

いことは、変化に対応していくことです。企業

経営も同じで時代に順応出来なければ淘汰され

てしまいます。ロータリーが時代に即した、変

化を求めているならば私達もその変化を意識

し、学び、順応しなければなりません。しかし

ながら、どのように変化しようとも守らなけれ

ばならないこともあります。そして、未来へ向

けて若い人たちを育てる使命が我々ロータリア

ンにはあります。今まさに不易流行を意識した

組織運営が求められています。 

 

③規定審議会について 

３年に１度、開催される規定審議会では、クラ

ブや地区、理事会などから提案された立法案の

審議と投票が行われます。組織としてのロータ

リーの運営について、ロータリアンが意見を表

明する場となります。４月に審議し可決された

案件は今年の７月から有効です。今回の規定審

議会では、より多くの裁量をクラブに委ねる立

法案が採択されました。その中心となるのが定

款第７条です。 

この第７条は例会と出席に関する規定の例外と

なっており、その内容は次の通りです。 

「本定款の第８条第１節、第１２条第１、２、

３、４、５節、第１５条第４節に従わない規定

または要件を細則に含めることができる。その

ような規定または要件は、本定款の上記の節の

規定または要件に優先する。ただし、クラブは

毎月少なくとも２回例会を開催しなければなら

ない。」 

分かりやすく言うと第８条、１２条、１５条の

中で該当する節はクラブで議論し、クラブの意

向で決定して良いというものです。もちろん決

定したことは細則に謳わなければなりません。

今後は、すべて踏襲するのではなく、クラブの

規模や文化（価値観）に見合ったクラブ運営が

求められます。良く考え、皆で議論し、最も自

分たちのクラブに適した運営方法を作り上げて

いくべきです。企業経営と同じで変化や進化の

無いクラブはやがて淘汰されます。そして、最

も大切なことは何のために入っているのか？

ロータリーの目的を常に意識することです。 

 

④その他 
 
○熊本・大分地震総合支援室 

 現在の義援金額268,7000,000円  

 385団体（日本・外国含む） 

 熊本・大分地震支援対策プロジェクトチーム  

 を7月に結成 

＜義援金の使用プラン＞ 

・青少年に対する心のケア 

・こども達への学用品の提供  

・母子家庭あるいは貧困家庭に奨学金の支給  

・こども達を旅行に招待する 

・母子家庭のこどもへの支援  

・キッチンカーでの炊き出し支援 

 

 

開会本会議 オープニング 
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○地区大会参加のお願い 

     2017年3月24日（金） 

 ・Ｒ財団100周年記念チャリティゴルフ大会 

  （大分竹中GC） 両県対抗・先着200名限定 

 ・ロータリー財団創立100周年記念事業  

 ・地区大会研修会  

   地区指導者育成セミナー   

   新会員研修  

 ・懇親会・表彰式・米山ナイト 
 
     2017年3月25日（土） 

 ・会長・幹事・ガバナー補佐会議  

 ・本会議  記念講演 高田 明氏 

           （ジャパネットたかた創業者） 

 ・RI会長代理歓迎晩餐会＆懇親会 

 

○地区運営ご協力のお願い 

永田年度の準備がスタートしています。次年度

の地区委員の募集が始まっています。ぜひ、地

区委員に応募しロータリー活動を楽しんでくだ

さい。（締切は9月末） 

 

 最後に ― 

「ロータリーを自分の会社を経営すると思って

運営してください」 

 組織はリーダーで決まる 

会長・委員長等リーダーの立場はそれぞれです

が、そのリーダーが「組織を素晴らしいものに

する」という覚悟と情熱をもって取り組めば必

ず結果は出ると信じます。 

まずは、与えられた責務を全うしましょう。 

良くも悪くもすべてはリーダーの責任です。 

たかがロータリー、されどロータリーです。 

何事も勉強熱心で、前向きに、そして素直であ

ることがロータリーの中核的価値観の実現に繋

がると考えます。 

会員のため、クラブの為、地区の為、そして地

域社会のために素晴らしい１年にしたいと思い

ます。皆さんも素晴らしいクラブにしてくださ

い。どうぞよろしくお願いします。 

 

以上をもちまして本日のガバナーアドレスを終 

了いたします。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

【前田ガバナーへ バナー贈呈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【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〉 

・前田眞実ガバナー 本日の公式訪問お世話に 

 なります。               

・本田会長 前田ガバナー本日の公式訪問あり 

 がとうございます。中野地区幹事共々今後と 

 も宜しくお願いします。        

・水野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 前田ガバナー、中野地 

 区幹事、ご来訪を歓迎申し上げます。9月24日 

 ＩＭのときは渋滞がないことをお祈りしてお 

 ります。               

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・葉山幹事 前田ガバナー、中野地区幹事昨夜 

 からご指導頂きありがとうございました。前 

 田ガバナーから人吉ＲＣはお誉めの言葉をい 

 ただきました。先輩方が如何にすばらしい 

 ロータリー運営をされてきたかを改めて感じ 

 た今日の例会、会長･幹事会でした。   

・本田会長 ニコニコカードと同文    

・水野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文  

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 本日も寄付いたします。 

・中川会員 前田ガバナー、中野地区幹事よう 

 こそ人吉ＲＣにお越し戴きました。一年間健 

 康に注意され頑張って下さい。宜しくお願い 

 いたします。                        

・水野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文  

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡ガバナー補佐 前田ガバナー、中野地区 

  幹事ようこそ人吉クラブへ！！         

・水野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文  

・葉山幹事 Ｒ財団カードと同文        

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

  


