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人吉ＲＣ・ＲＡＣ合同例会 

忘年会忘年会  

 

点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 水野ＳＡＡ副委員長 
 

               

 

 

 

司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
  
  

 

   会長 本田 節  
 
 本日は今年最後の例会と

なりました。    

 また、ロータアクトとの

合同例会という事で山崎祥

功会長を始め、アクトの皆

様の出席を頂いておりま

す。 
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Ｐ１～２    会長の時間  

Ｐ2       幹事報告、 出席率報告、 

Ｐ３    米山功労者 感謝状贈呈  

                寄付の申し出（人吉ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ）                   

                会務報告、2次年度ＳＡＡ委員長発表 

     Ｒ友紹介、ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

Ｐ４     忘年会 

 

 山崎会長よりひとよし産業祭においてのフ

リーマーケット協力御礼及び寄付の申し出が

あっております。後ほど宜しくお願いいたしま

す。 

 今年度は、ロータアクト会員の皆様が自分た

ちの活動費や研修費を自力で捻出しようと企画

をされ、100,000円を超える売上を上げられ、

その半分をロータリ財団100周年を記念して寄

付を提案していただいたことは、大変嬉しく、

ロータアクト例会の度に仲間の絆が深まってお

り活動についても積極的に参加され、日々自己

研鑽し成長されている姿に大変嬉しく思ってお

ります。今後も大変期待しております。我がク

ラブ自慢のローターアクトクラブであります。 

 ところで、今年１年を振り返りますと、１月

の大雪から始まり、４月の二度にわたる震度７

という大地震に見舞われ、人吉球磨は甚大な被

害はなかったものの風評被害で大きな打撃を受

けました。また、梅雨に入り長雨、そして真夏

の猛暑と人間の力ではどうにもならない自然災

害の中に多くの気づきをいたしました。 

 当たり前に思っていた日常の暮らしこそが、

尊いものであり、また働けること事に感謝をし

た日々でもありました。そのような中に少しで

もの支援が出来ればとの思いで炊きだし等の支

援を20回程させていただき、今後継続して出来

るだけの支援をしていこうと思っております。  

 本日は例会後に恒例の忘年会でございますの

で、それぞれの会員の皆様においては、大変

だったこと、あまり良くなかった事については

忘れていただき、喜ばしかったことや良かった

ことは来年に繋げられるように楽しく親睦を重

ねていただければと思います。 

 親睦委員長の青木会員には大変お世話になり

ます。楽しい忘年会が待っておりますので、本

日はこれで会長の時間を終わります。 

 

 

 

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「我等の生業｣ 
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     幹事 葉山稔洋 

 

【連絡事項】   

・人吉商工会議所創立70周年記念誌の広告掲載 

 の件は人吉中央ＲＣ人吉ライオンズクラブと 

 横並びの30000円枠に掲載する事になりました 

 ので訂正し報告致します。  

・ガバナー月信が届きましたので配布いたしま 

 すが、後ほどロータリーの友雑誌等全ての書 

 類は回収させて頂きます。  

・先般、申請しておりました熊本・大分地震プ 

 ロジェクトが承認され通知が来ましたのでご 

 連絡申し上げます。    

・今月半期の締となります。会費納入をお願い 

 します。    

・ＲＣから例会取り止め、変更の案内が届きま 

 したので掲示板に張ってあります  

 

 

     代理 葉山幹事 

   

  

 

  米山記念奨学会感謝状伝達米山記念奨学会感謝状伝達米山記念奨学会感謝状伝達 

    第４回米山功労者マルチプル 

        伊久美寛志会員 

    第１回米山功労者 

        浅野 強会員 

  

 

 

 

 

  ≪寄付の申し出≫ 

 

  人吉ローターアクトクラ

ブは人吉ＲＡＣ創立４０周

年記念並びにロータリー財

団100周年を記念してロータ

リー財団へ寄付をしまし

た。 

 

         人吉ＲＡＣ会長 山崎祥功 

 11月12、13日「ひとよし産業祭」にてフリー

マーケット出店を行いました。人吉ロータリー

の皆様に物品のご提供やご購入等、多大なるご

支援ご協力をいただき、誠にありがとうござい

ました。おかげ様で今回のフリーマーケットで

の販売金額は102,000円となり、目標金額10万円

を達成することができました。この企画の当初

の目的は、①熊本地震復興支援への協力 ②ポ

リオ撲滅のための募金 ③自分たちの活動資金 

でした。ただ、熊本地震復興支援のため全世界

から集まった財源の使い道を模索している現状

をお聞きし、寄付の先を２つに変更することに

しました。 

 １つは、熊本地震で全壊した相良神社（宇城

市豊野町）再建のための寄付です。この神社に

ついて知ったのは、ひとよし産業祭当日、偶然

私たちの横で出店していた方から相談を受けた

のがきっかけでした。相良神社はかつて人吉球

磨を治めた相良家第18代当主を祀った場所で、

なかなか支援の手が届かないとのことでした。

クラブターゲット「○から○へ」のもと、「○

（えん、つまり縁）」を大切にしたいと思い、

一部寄付を行います。 

 そしてもう１つは、今年100周年を迎えられ

るロータリー財団への寄付です。きれいな水と

衛生設備の提供、疾病の予防と治療、平和と紛

争解決、基本的教育の推進、経済と地域社会の

発展など「世界でよいこと」を継続してこられ

たロータリー財団の今後の活動に役立てていた

だきますことを願い、寄付をさせていただきま

す。 

 今回のフリーマーケット出店の中で、思わぬ

出逢いや、学びがありました。物品のお預かり

の際には、普段なかなかお会いできない人吉

ロータリーの方に昔のアクトのお話を教えてい

ただき、出店当日は人吉ＲＡＣのＯＢ・ＯＧの

方に「私たちもここから始まって出会って結婚

したな。こうして活動している姿を嬉しく思い

ます」と激励の言葉をいただきました。また、

私たちのほとんどの会員は、イベントに出店す

るのもフリーマーケットをするのも初めてでし

た。仕事終わりや休日に集まり、物品の仕分け

や価格設定、値札貼りなどを行いました。多く

の人の手と時間をかけて売り上げた102,000円

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  70.0％ 

欠 席 者 数 18名  1 2 / 2 出 席 率 78.33％ 

出 席 者 数 42名 補 填 数      0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  78.33％ 

＊届け出欠席  安達・岩井・片岡・川越・尾上・小林清・中村 

        大賀・大野・下田・田上・戸髙・友永・塚本 

        堤脩・山賀・山田・内藤         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

 



 3 

を通して、人吉ロータリーからご支援いただい

ていることの重大さを再確認することができま

した。この様な貴重な経験を、今のメンバーで

経験できて良かったと思います。ご協力いただ

き、心より感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。今後とも、あたたかいご指導

を何卒よろしくお願いします。 

 

   ― 2017-2018年度ＳＡＡ委員長発表 ― 

       

             会長エレクト 井手富浩 

 人吉ロータリークラブ細則第

１条第２節に基づきまして次年

度理事による被選理事会を開催

し、2017～2018年度ＳＡＡ委員

長に青木一幸会員が選任されま

した。宜しくお願い致します。 

 

       次年度ＳＡＡ委員長 青木一幸  

 皆様と一緒に、お力を借りな

がら、秩序正しい充実した運営

がされるよう頑張って参りま

す。宜しくお願いします。 

 

 

 

【雑誌委員会】  

    ロータリーの友１２月号紹介                  

        漆野智康会員  

 横組み３ページ ジョン・

F・ジャームRI会長メッセージ

「見ず知らずの人たちを支援す

る」ジョン・F・ジャーム会長

は、エンジニアとしてﾛｰﾀﾘｰに

入会されました。エンジニアの

中でもメカニカルエンジニアをいう職業分類だ

そうです。仕事内容としてはビルの冷暖房の負

荷を計算したり、照明が適切に配置されている

ことを確認したりなど配管を設計する職業だそ

うです。私たちの生活の中には様々な職業の方

が密接に関係していますが、そのすべての職業

が表にでる仕事とは限りません。そのことはま

さにロータリーが実践していることと同じであ

るといわれています。私たちは職業奉仕を通じ

ロータリーを知らない見ず知らずの人の人生に

触れています。 

 私も臨床検査という直接目に触れることのな

い業務を行っていますが人々の健康管理のお手

伝いが出来ていることを誇りに思い、職業奉仕

にまい進したいと思います。ロータリーの精神

である「人類に奉仕するロータリー」を忘れて

はいけないと思いました。 

 30ページよねやまだよりから、米山奨学会へ

株式を寄贈された名古屋名東ロータリークラブ

の坂本精志氏の記事が掲載されています。７月

に開催されたセミナーで株式を寄贈したロータ

リアンがいらっしゃるとの話を聞いていました

が、詳しい話が記事となっています。2017年は

財団創立50周年を迎えるそうです。記念すべき

年に米山功労者を目指すのいかがでしょうか？ 

 縦組みには「わが社の震災復興への取り組

み」として福島ヤクルト販売の渡辺博美会長の

記事が掲載されています。経営者として従業員

の生活を守るという使命を震災の苦しい中でも

実践された方の話です。是非ご覧ください。 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 竹長一幸 

□12/9カード  
 
〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会員 次年度の理事・役員に就任して頂 

 く皆様方のご承認を頂きました。会員の皆様 

 ありがとうございました。次年度の向け、頑 

 張ってまいります。有馬次々年度会長、新堀 

 次々年度幹事、おめでとうございます。一緒 

 に頑張っていきましょう。        

・延岡会員 井手年度いよいよエンジン始動、 

 頑張っていきましょう。有馬会長ノミニ―お 

 めでとうございます。         

・新堀会員 有馬さんを支えられるように頑張 

 ります!!               
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 有馬会長ノミニ―就任おめでとう 

 ございます。新堀純子会員、幹事おめでとう 

 ございます。頑張りましょう。     

・井手会員 ニコニコカードと同文    
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・井手会員 ニコニコカードと同文    
 
〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・井手会員 ニコニコカードと同文    

 

□本日カード 
 
〈ニコニコ箱委員会〉 

・鳥井会員 次々年度会長有馬会員、幹事新堀 

 会員のご就任おめでとうございます。頑張っ 

 てください。             

・堤正博会員 12月13日、我社が福岡にて九州 

 沖縄地区の100年企業の表彰がありました。 

 100年企業大賞・九州経済産業局長表彰を受け 

 ましたので報告します。        

・渡辺会員 有馬次々年度会長、おめでとうご 

 ざいます。              

・井手会員 青木一幸会員、ＳＡＡ委員長を引 

 き受けて頂き有難うございます。次々年度宜 

 しくお願い致します。         

・本田会長 次々年度の会長有馬宏昭会員の決 

 定を心より歓迎いたし、又、井手次年度の理 
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 事役員の皆様にもご期待致します。   

・葉山幹事 ○有馬さん、次々年度に承認され 

 おめでとうございます。そして幹事には未経 

 験の純ちゃん、女房役頑張って下さい。○井 

 手年度の理事や役員の皆さん宜しくお願いし 

 ます。○青木サージェント頑張って下さい。 

 ○伊久美会員4回目と浅野会員の米山功労者お 

 目出とうございます。         

・石蔵会員 ☆次年度井手会長を支え頑張りま 

 す。☆次々年度有馬会長、新堀幹事おめでと 

 うございます。ＳＡＡ次年度青木委員長宜し 

 くお願いします。           

・人吉ＲＣ 保管倉庫にあるＲＣの昔の荷物を 

 整理中に小銭を見つけましたので。    
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・葉山幹事 ニコニコカードと同文    

・石蔵会員 ニコニコカードと同文    
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山記念奨学基金に寄付を致し 

 ます。 

・有馬会員 次々年度会長に承認頂きましてあ 

 りがとうございます。幹事の新堀純子会員

（共々）どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

                    

・中川会員 伊久美会長、浅野会員の米山特別 

 寄付を表彰され、おめでとうございます。 

                    

・平田会員 毎例会の米山奨学基金の寄付をし 

 ます。                

・本田会長 ニコニコカードと同文    

・葉山幹事 ニコニコカードと同文    

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

  

忘 年 会忘 年 会  

 

  司会進行：親睦委員会 

    青木一幸委員長 

    尾上暢浩副委員長 

  

 本田会長挨拶 
 
 乾杯 伊久美パスト会長 

 

手に手つないで 

  

閉 会  

 井手富浩会長エレクト 

加登住亮会員  

バイオリン演奏「カノン」 
 
特別出演；肥後銀行人吉支店 

野田様 三味線演奏 
 
宮﨑智弘会員熱唱 

 「望郷じょんから」 
 
人吉ＲＡＣ「恋ダンス」 

 ♪♪バイオリン & 三味線 & からおけ&ダンス♪♪ 


