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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子委員 

 

 
 
 
 
 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

          
   
      会長 本田 節 
 

  先週の11月４日は休会となり、２週

間ぶりの例会となりました。 

 世界中注目していたアメリカ大統領

選挙も私にとっては予想外のトランプ

氏が勝利を収め、今後日米関係はどの

ような影響を受けるのであろうと不安

な気持ちもございます。６年間のオバ

マ政権に対する国民の評価の１つでもあったので

しょうか。それにしてもクリントン氏とトランプ氏

の討論会をテレビ中継で見ていると、お互いの誹謗

中傷が飛び交いとても世界をリードする大統領の発

言とは思えない討論会で嫌われ者の二人という、こ

れまでにないアメリカ大統領選でありました。結果

として、トランプ氏に軍配が上がったのであります

ので、私達国民にとってよりよい方向で日米関係が

進んでいく事を期待するものであります。 

 ロータリーの誕生は1905年(明治38年)に経済恐慌

で人心の荒んでいたアメリカ社会、特にシカゴの状

態を憂いた青年弁護士ポール・Ｐ・ハリスが３人の

友人と語らって、第１回の会合を開いたのがロータ

リークラブの誕生でありますので、ロータリーの精
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告 

      加登住会員入会式、会務報告 

Ｐ３～４  結婚誕生祝い、R友11月号紹介 

      地区セミナー報告      

Ｐ４    R財団月間卓話 武末副委員長 

        ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

神「職場、社会、国際間における人間関係を改善す

る事により、良い社会、平和な社会を築く為に貢献

すること。これは人間同士が友情と信頼によって結

ばれた時初めて発揮されるもの（奉仕の心）」であ

りますので、今後日米間の関係もロータリーの精神

で進んでいくことを願っております。 

 ところで今月11月はロータリー財団月間となって

おります。後ほど武末憲一ロータリー財団副委員長

より卓話をいただくことになっておりますので、宜

しくお願いいたします。 

 本日の例会は大変喜ばしいことがあります。  

 まず新会員、加登住亮氏をお迎えし入会式をいた

します。加登住亮氏については推薦者の石蔵尚之会

員より詳しくご紹介をしていただきますが、私とは

親戚筋であり、以前から大変お世話になっている社

会福祉法人こども園あいだ保育園三代目理事長であ

ります。大変趣味多彩でバイオリンも上手で、今後

加登住会員の奏でる音楽で盛り上がる親睦が楽しみ

です。一緒にロータリーライフを楽しみましょう。 

 本日のプログラムは盛りだくさんで結婚・誕生祝

い、ロータリーの友の紹介、10月22日に行われた地

区管理運営セミナー報告（規定審議会）、社会・国

際・職業奉仕セミナー報告がございますので、本日

の会長の時間はこれで終わりたいと思います。 

 なお、本日午後より「第34回全国地域づくり団体

研修交流会人吉球磨分科会」が当ひまわり亭におい

て150名の全国の地域リーダーが集まって、「熊本地

震と地域づくり、そして命」というテーマで本日と

明日開催されます。地元の素晴らしさをアピール

し、また体感して帰って頂けるよう精一杯おもてな

しの心で成功裏に終わらせたいと思っております。 

これで会長の時間を終わります。 

  

   幹事 葉山稔洋 
 

【理事会の承認事項】    

・加登住君の入会が承認されました。 

・熊本大分地震支援プロジェクト申請書に理事会承 

 認頂きました。 

・理事および役員の選挙を12月第2例会を年次総会と 

 する。     
・チャレンジカップ欠損金14,497を特別会計から出  

 費する。   

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「それでこそロータリー」 
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【連絡事項】 

・第６グループ片岡ガバナー補佐より第４回会長幹 

 事会の案内 →本田会長へ 

・人吉市新年名刺交換会打合せ会の案内 

 おくんち祭合同反省会の案内（本田会長へ） 

・人吉市教育長より第63回人吉球磨総合美展の御礼 

 状が届きました。  

・人吉商工会議所より創立70周年記念ゴルフ大会協 

 賛の御礼状が届きました。   

・台湾稻江ＲＣ創立30周年記念式典の概略日程が届 

 きました。（有村国際奉仕委員長へ） 

【回覧】 

 指宿ＲＣ週報、人吉医療センター機関誌翔10月号 

【掲示板】例会変更及び取止めの連絡  

・熊本江南ＲＣ、熊本南ＲＣ、熊本西ＲＣ  

 八代東ＲＣ、八代南ＲＣ 

 

委員長 内藤靖雄 

  

 

 入 会 式 
 

 加登住 亮 会員 

 

 
  

新会員紹介         推薦会員 石蔵尚之 

氏 名   加登住 亮
かとずみ  あきら

 

勤務先   社会福祉法人加登住福祉会 

      あいだこども園 

役職名   園長 

職業分類   幼児教育 

その他   ひとよし球磨青年会議所第54代理事長 

昭和48年６月１日「あいだ保育園」開設。  

初代・元氏、２代・勝氏の跡を受け継ぎ３代目園

長。子どもに好かれる園長とあって、性格は優しく

温厚。趣味は旅行、読書、バイオリン。バイオリン

の腕前は、私自身お聴きしたのが10数年前ですので

何も申し上げられませんが、間違いなく上達された

ことと存じますので、楽しみにしております。 
 
バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 本田 節 

 入会おめでとうございます。加登住会員の園の名

前「あいだ」というのは、東間町のあいだ、そして

人が育つには愛が必要だという想いから「あい

だ」になったと初代園長からお聞きしたことがご

ざいます。    

 亮会員が青少年奉仕活動の力になってくれるこ

とと期待をしております。本当に心から歓迎申し

上げます。 
 
入会者挨拶         加登住 亮 新会員 

    
 皆様から入会のご承認を頂き本当

にありがとうございました。 

 ご指導を宜しくお願い申し上げま

す。 

 
                      
ロータリー情報委員会    委員長 浅野 強 

 人吉ロータリークラブ細則によりますと、新会

員がクラブに早く溶け込めるよう援助する会員を

指名する事になっています。加登住会員の援助会

員を推薦人の石蔵尚之会員にお願いします。 
 
所属委員会の発表         幹事 葉山稔洋  

 加登住会員の所属委員会はクラブ管理運営委員

会「親睦委員会」、奉仕プロジェクト委員会「職

業奉仕委員会」です。宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】     委員長 有村隆徳 

 台北稻江ＲＣ３０周年式典日程を2/21出発とし

ておりましたが、稻江ＲＣから連絡が入り、式典

前日2/20空港迎え・前夜祭、翌日午前中は親睦ゴ

ルフ、18時30分から式典予定とのことでしたの

で、稻江ＲＣの日程に合わせて出発２月２０日

（月）～帰り２２日（水）に変更します。 

 詳しいスケジュールと費用等は12月初めまでに

報告いたします。皆様宜しくお願い申し上げま

す。 

 

【職業奉仕委員会】   委員長 小林祐介 

 次週は職場訪問例会です。訪問先は人吉警察署

になります。車はＦＡＸ案内で指示した場所に駐

車をお願いします。ＳＡＡ、職業奉仕の委員は昼

食、会場設営等の準備がありますので早めにご集

合ください。以上です。 

 

【親睦委員会】      委員長 青木一幸 

＊届け出欠席  

 中川・渡辺・田上・大賀・竹長・安達・宮原・岩下・宮﨑 

 延岡・有馬・山口・和田・中島・川越・大野・堀川・平田 

 友永・村田・外山・岡・尾上・小林清・中村         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；国際奉仕家庭集会；井手 

        ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ；漆野・丸尾・浅野・村田 

        規定審議会報告ｾﾐﾅｰ；片岡 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除 4名  58.33％ 

欠 席 者 数 25名  1 0 / 2 8 出 席 率 66.10％ 

出 席 者 数 35名 補 填 数  6名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  76.27％ 

１１月の誕生祝い １１月の誕生祝い  

永尾 禎規 ３日 愛甲  康 ５日 

本田   節 １０日 片岡 啓一   １５日 

板井 英朗 １６日 岡 啓嗣郎 ２２日 

水野 虎彦 ２８日 尾上 暢浩 ２９日 

大野 啓介 ３０日   

１１月の結婚記念祝い  １１月の結婚記念祝い   

片岡 啓一 １日 安達 玄一 ２日 

浅野  強 ２日 塚本 哲也 ３日 
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【雑誌委員会】  

    ロータリーの友１１月号紹介 

               大久保勝人副委員長    

 ロータリーの友１１月号の紹介で

す。まず縦組み４ページ「オープ

ン・マインドを現代に活かす-小泉八

雲から考える」と題した2590地区Ｉ

Ｍ講演要旨が載っております。講師

はひ孫にあたる小泉凡氏。小泉八雲

はギリシャで生まれアイルランドで育ちアメリカに

渡り、明治23年に東京横浜にやってきました。松

江、熊本、神戸と居を移し54歳で亡くなりました。

八雲は生涯２度と来た道を戻ることのない、まさに

片道切符の旅をしたと書いてあります。 

 次に９ページ「クラブを訪ねて」は米子ＲＣの話

ですが、写真に機関車が載っておりますので少し紹

介します。写真のＤ５１の機関車は山陰本線を走っ

ておりました。機関区が米子にある関係で市の公園

に展示されているのだろうと思います。現在は、

ディーゼル機関車ＤＤ５１が走っています。 

 次に、55ページからは各クラブからの投稿“友愛

の広場”です。上野駅、米山奨学生との事業、台湾

訪問など色々記事が載っておりますので興味のある

方はぜひお読み下さい。 

 横組みへ移ります。最初にＲＩ会長メッセージが

あります。 

 12ページに「日本のポリオ、発症から撲滅へ、そ

して今後の課題」日本では昭和56年以降ポリオの発

症はありません。15ページからは日本のポリオ対策

について今後の課題が書かれています。 

 最後になります、26ページから「心は共に」熊本

地震復興支援投稿記事、熊本東RCと第2660地区の協

同ボランティア活動が載っております。 

以上、11月号の紹介を終わります。 

 

【セミナー報告】 

 

      管理運営セミナー報告  

                 下田文仁会員 

 10月22日(土)、玉名ロータリークラブ創立50周年

記念式典と合わせて開催された「地区管理運営セミ

ナー」について報告します。  

 午前中の２時間を使って行われたこのセミナーの

テーマは「規定審議会採択案の可決について」。そ

の内容はほぼ、先日の例会で中島会員が説明された

通りでした。規定審議会は国際ロータリーの立法機

関で、３年に１度開催されます。今年４月に535名

が出席して開催されました。そこで何が決められた

かというと、ロータリークラブの定款や細則です。

これは、人吉ロータリークラブはもちろん、日本そ

して世界の各クラブのあり方やルールを定めている

ものです。規定審議会標準クラブ定款を、すべての

加盟クラブは採用しなければなりません。その定款

が新たに定められましたが、これについては、後

日、中島会員の方からご報告される機会があると思

いますので、今日は割愛します。 

 

   社会･国際･職業奉仕合同セミナー報告 
 
            国際奉仕 有村隆委員長 

 10月29日(土）大分ホルトホールで行なわれたセ

ミナーは３時間半のスケジュールでした。 

 メインは、RI2700地区パストガバナー廣畑富雄先

生の「ロータリーの心と原点」の演題で講演をされ

ました。大変興味ある話でしたが、参加したロータ

リアンの受け取り方はそれぞれだと思いますが、私

の論評は加えないで内容について報告いたします。 

 廣畑先生は九州大学名誉教授で、日本疫学学会初

代理事長であり、福岡西ＲＣのパスト会長、RI2700

地区パストガバナーでいらっしゃいます。 

 ロータリーの創立者ポールハリス・アーサーフレ

デリックシェルドン、日本の戦前のガバナーの方た

ちが、ロータリーの理念をどのようにとらえ、何を

目指したかについてお話されています。ロータリー

は慈善団体ではありません。また、発展途上国の援

助が目的の団体でもありません、金集め・人集めが

目的の団体でもありません。ロータリーの本質に

は、素晴らしい魅力があります。それを確かめて若

干お話を致します。 

 ポールハリスが「ロータリーとは何か」と話して

いますが、「ロータリーは何か」と何千人のロータ

リアンに聞けば、何千通りの答えが返ってくるだろ

う。ロータリーの考え方は、人によって違う訳だか

ら。しかし、もしロータリーがより寛容で、より他

の人の好さを認め、より他の人と親しく交わり、助

け合うようにしてくれるなら、そして人生の美しさ

と喜びを発散し、伝えるようにしてくれるなら、そ

れが我々が求めるロータリーのすべてである。それ

以上ロータリーに何を求めるのであろうかと言って

います。 

 ポールハリス氏が、戦前日本に参った時、日本の

ロータリアンから大歓迎を受け、多くの質問を受け

ました。その一つに「あなたはなぜロータリークラ

ブを始めたのですか」との質問に対し、彼は「寂し

かったから」と答えたそうです。 

 ポールハリスは家庭に恵まれず、父親が仕事に失

敗し幼い時から祖父母に育てられています。祖父母

に可愛がられ、多くの友を得、素晴らしい自然の中

で育ちます。やがて弁護士になり、故郷を遠く離れ

たシカゴで弁護士を開業いたしますが、親類や友人

から遠く離れ、結婚もしておらず、非常に寂しい思

いをします。大都会のシカゴで田舎から出てきて友

人がおらず、寂しい思いをしている人が大勢いるに

違いない。そういう人たちでクラブを作ったら素晴

らしいのではないかと最初のロータリークラブを結

成しています。 

 ロータリーが友情だけのクラブであれば、今日の

大発展はなかったでしょう。しかし同時に、これほ

ど友情を大事にするクラブでなければ今日の大発展

は決してなかったと思います。 

山口 令二 ４日 釜田 元嘉 ７日 

本田  節 １１日 齊藤日早子 １１日 

堀川 匠太 １１日 北 昌二郎 １８日 

浦田 繁喜 ２１日 堤  脩 ２３日 

竹長 一幸 ２３日   
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 ロータリーは知人の集まりでなく、友人の集まり

です。ロータリーは温かい友情が基本であります。 

 ロータリーの目的は、 

①会員個々人の向上 

②会員の企業を理想と実際の両面において向上せし 

 めること 

③会員の属する職種全体の向上 

④会員の家、町、国、並びに、社会全体を向上せし 

 めること 

とお話されています。 

 ロータリー５大奉仕の内、職業奉仕とクラブ奉仕

はわかりにくいと言われますので、若干お話をしま

す。クラブ奉仕は、例会出席から始まり、クラブ行

事にできるだけ協力し、出席する事です。また、ク

ラブの事務局から行事の案内が来ますが、それをき

ちんと返事をして事務局の手を取らない、これもク

ラブ奉仕です。会長幹事をはじめ、クラブ役員がク

ラブの世話をし、また、ロータリアンとして立派な

人を推薦し、会員数を増やす、これもクラブ奉仕で

あります。 

 次に職業奉仕についてお話します。 

 例えば、医療において、病人、病む人の立場に

立って医療をする。これは倫理的に大変望ましい立

派な事であり、職業奉仕です。又、自動車会社が良

い車を運転しやすい、安全なユーザーの為になる

車、また環境に優しい車を適正な価格で販売する。

これも職業奉仕です。 

 職業奉仕とは、ロータリアン全員が自分の天職を

通じてできる行為であり、天職を通じて人の為にな

る行為です。天から与えられたすべての職業が天職

であり、世の中の為になる職業です。自分の職業を

大事に思い、職業を通じて世の中に貢献する、それ

が大切です。 

 以上、廣畑富雄パストガバナーの講演の概要を報

告いたします。 

 

【ロータリー財団委員会】 

 月間卓話「ロータリー財団100周年を祝う！」 

              副委員長 武末憲一 

 2016～17年度の７月からロータリークラブはロー

タリー財団の豊かな歴史と活動成果にスポットライ

トを当て、財団100周年の祝賀年度が始まっていま

す。ポリオ撲滅活動、ロータリー平和センター、ク

ラブのグローバル補助金プロジェクトなど、世界各

地の人々の生活改善に尽くしてきた財団の100年間の

活動を地元の人々に知ってもらう最善の方法は何で

しょうか？ 財団の活動に焦点を当てた「ロータ

リーデー」を計画しましょう。 

 私たち人吉ＲＣは、人吉中央ＲＣ・多良木ＲＣ・

水俣ＲＣ・芦北ＲＣに声をかけて、共催をお願いし

て、社会奉仕の一環として地域で生活する知的障害

者並びに発達障害者が、生きがいや遣りがいを感じ

るとともに、地域の人達との交流を深めることを目

的に知的障害者を対象とした「人吉RCチャレンジ

カップ陸上大会」を多良木総合グラウンド陸上競技

場（球磨郡多良木町）にて10月16日（日）、8時20分

より小雨の中実施されました。大会運営には各ＲＣ

会員及びボランティアの方々の御協力により大成功

に終了する事ができました。詳しくは会長より会長

の時間に御報告があった通りであります。多分来年

度も継続事業で行われる事でしょう。 

 Ｒ財団のおかげでロータリークラブが成り立って

おります。皆様の特別寄付をお願いして財団のビデ

オをごらん下さい。 

    ＤＶＤ「人々の心に触れた100年｣  

  

【寄付カード】    ニコニコ箱委員 浦田繁喜 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・加登住亮会員 入会させて頂きありがとうござい 

 ます。今後とも宜しくお願い致します。   

・丸尾会員 平成28年10月27日国土交通省10階にて 

 石井大臣より表彰受賞致しました。その後パレス 

 ホテル東京にて一般社団法人日本自動車整備振興 

 会より祝賀会をしてもらいました。     

・浦田会員 ○結婚祝を頂きました。57回になりま 

 す。○昨日11月10日でロータリー入会38年となり 

 ました。その間38年間出席100％を続けておりま 

 す。                   

・石蔵会員 加登住君 ご入会おめでとうございま 

 す。一緒に楽しみましょう。        

・堤脩会員 ①結婚記念日のお祝いありがとうござ 

 います。②加登住亮さん入会おめでとうございま 

 す。おじさんの加登住さとる君は同級生です。 

                                   

・浅野会員 43回目の結婚記念祝ありがとうござい 

 ます。加登住さん入会歓迎します。楽しんで下さ 

 い。明日の産業祭、当社も出展しますので来られ 

 たらお立ち寄り下さい。          

・井手会員 加登住さん入会おめでとうございま 

 す。大歓迎致します。           
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・武末会員 財団月間ですので        

・葉山幹事 ○加登住君の入会を歓迎します。 

 ○ハヤマの姿が前田眞実Ｇなのか真実なのか 

 よ～く確認して下さい 有馬会員。      

・岩井会員 加登住君の入会歓迎します。口説くの 

 に2年かかりました。            

・丸尾会員 ニコニコカードと同文        

・浦田会員 ニコニコカードと同文        
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会長 加登住亮氏のご入会を心より歓迎致し 

 ます。一緒にロータリーライフを楽しみましょ 

 う。誕生祝いと結婚記念日のお祝いありがとうご 

 ざいました。                

・中川会員 加登住さんの人吉ＲＣ入会を心より歓 

 迎いたします。すばらしいロータリアンになられ 

 る事を希望いたします。今日は欠席ですみませ 

 ん!!                             

・丸尾会員 ニコニコカードと同文      

・浦田会員 ニコニコカードと同文      

・葉山幹事 Ｒ財団カードと同文       
 
〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 75回目のバースデー、49回目の結婚記 

 念日両方祝っていただきました。      

・丸尾会員 ニコニコカードと同文      

・浦田会員 ニコニコカードと同文      
 
       点 鐘  本田 節 会長 

 


