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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 

 

 

 

 
 
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2640地区 

           松原中ＲＣ 木本圭二 様 
                
 

 
  
    会長 本田 節  
 

 先週の新年会ではロータア

クト委員会との合同開催で、

大変新春に相応しい賑やかで

楽しいひとときを過ごすこと

が出来ました。オークション

の売上にご協力いただきまし

た会員の皆様、大変ありがと

うございました。親睦委員会の山田仁法会員に

は大変盛り上げていただいてありがとうござい

ました。また、金婚式・銀婚式を迎えられた３

組の片岡ご夫妻、大賀ご夫妻、竹長ご夫妻には

心からお祝い申し上げます。これからも健康に

留意され仲睦まじくお過ごしいただければと

願っております。 

  さて、先日の新聞報道によりますと、野鳥の

ヤマセミが人吉の市鳥に追加指定されることは
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大変良かったなと思っております。今年は干

支の酉年でありますので、幸先の良い喜ばし

い話題であります。人吉市鳥はご存じのよう

にウグイスでありまして、自然豊かさをPR

し、自然環境保護から見ても、また今年３月

運行されますJR九州の観光列車「かわせみや

ませみ」にも合わせ、観光活性化にも一役

買ってくれるのではないでしょうか。ひまわ

り亭は球磨川を見渡す左岸にありますので、

観察と写真撮影をされている多くの市民をよ

く見受けます。また、矢黒神社付近ではよく

ヤマセミを見かけることもあります。今後は

沿線の八代市と球磨村の鳥はカワセミであり

ますので、人吉のヤマセミが加わり球磨川流

域のまちづくりにも繋がるのではないかと思

います。観光列車「やませみかわせみ」では

当ひまわり亭が人吉の旬の食材を使った地産

地消のお弁当と、郷土料理のつぼん汁を提供

する事になりました。安心安全で温もりのあ

るおもてなしの弁当で少しでも地域活性化に

寄与できればと心新たに思っております。 

 また、昨年から私の会長の時間で話題にし

ておりました、国立がん研究センター先端医

療開発センターで新薬開発分野長を務める松

村保広君が同じ日に新聞に取り上げられてお

りまして、人吉高校の制服を着た生徒会長時

代の姿に思わず笑ってしまいました。その中

で元々政治家を志していたとのことでした

が、生徒会長になったものの場の空気を読ん

で機転を利かせた話をするのが下手なことに

気づき、医師に志望変更し、熊本大学医学部

に入ったそうであります。現在の目標は、が

んの治療と研究の両方に取り組む、新しいタ

イプのメディカルセンターをつくること、そ

して「これからの医療を考えると税金での運

営には限界がある。税金に頼らない民間資金

で設立したい。」ということで、自前の資金

を作るためにも「欧米のものまねではない、

真に独創的な国産の薬を作りたい。」と意欲

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「我等の生業｣ 
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を述べており、同級生としても非常に頼もし

く、今年もノーベル賞発表の時期には同級生が

集まって応援していきたいと思っております。

今月は職業奉仕月間でございますので、同級生

の松村君を通して、ＲＩ会長のジョン・F・

ジャーム氏のＲＩテーマ“人類に奉仕するロー

タリー”と重ね合わせ、彼の研究の実現が必ず

人類に奉仕するものと確信しております。 

 本日は、第２回のクラブ協議会となっており

ます。上半期の総括と下半期の計画とを発表し

ていただきます。各委員長さん、よろしくお願

いします。 

以上で会長の時間を終わります。 

 
 
 

 
 
 
     幹事 葉山稔洋 

 
【連絡事項】   

・地区より「2017年度米山奨学生世話クラブ募 

 集」の案内→井手会長エレクトへお渡し致し 

 ます。  

・「2019年規定審議会立法案提出について」の 

 書類→井手戦略委員長にお渡し致します。    

・「国際アトランタ大会参加について」募集が 

 来ております。希望される方は私迄連絡下 

 さい。    

・熊本県青少年育成県民会議より「家庭の日の 

 集い」開催案内→漆野青少年委員長へお渡し 

 致します。 

・荒尾ＲＣより週報が届きました。（回覧） 

・熊本南ＲＣから例会取り止め、熊本東南ＲＣ 

 変更の案内（掲示板）    
 

 

 

  ≪寄付の申し出≫ 
 
□安達玄一会員より亡父安達 勲会葬お礼とし 

 て、Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ロータ 

 リークラブ奨学基金へご寄付がありました。 

□片岡啓一会員より亡母片岡ミヤ子 会葬お礼

として、Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ロータ

リークラブ奨学基金へご寄付がありました。 

【来訪者挨拶】   
     
    松原中ＲＣ 木本圭二会員 

 本日は参加させていただき

ありがとうございます。 

「輝く瞳に会いに行こう」10

月人吉開催になります。  

宜しくお願い致します。 

 

 

 

  副委員長 川越公弘 

【ロータリー財団・米山記念奨学会】 

 ○Ｒ財団寄付認証ピン贈呈 

  マルチプル３ポール･ハリス･フェロー 

        武末憲一会員 

  マルチプル２ポール･ハリス･フェロー 

      高山征治会員 

       中川貴夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 ○2720地区米山記念奨学会記念品贈呈 
 
 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 

 

会   員   数   64名 1/6 出席率 

出 席 免 除  4名  67.74％ 

欠 席 者 数 20名  12/23例会取止め  

出 席 者 数 40名   

免除会員出席者数 2名   

＊届け出欠席  安達・青木・有村・後藤・原田・板井・片岡 

        川越・小林清・宮﨑・内藤・中村・大野・岡 

        大久保・下田・新堀・田上・外山・堤正         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席），釜田, 齊藤(出席） 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  66.67％ 

欠 席 者 数 20名  12/30例会取止め  

出 席 者 数 40名   

免除会員出席者数 0名   

＊届け出欠席  大久保・堤正・小林祐・竹長・岩井・宮﨑 

        堀川・延岡・中島・中村・内藤・友永・田上 

        塚本・新堀・和田・漆野         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 
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【ガバナーエレクトより】   伝達 本田会長 
 
   国際ロータリー第2720地区 

  2017-2018年度地区委員委嘱状伝達 
  

  

 

【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〉 

・松原中ＲＣ 木本圭二会員 創立60周年おめ 

 でとうございます。          

・片岡会員 金婚式のお祝いをいただきまし 

 た。当日忌中のため欠席いたし申し訳ありま 

 せんでした。                        

・高山会員 結婚祝い有難うございました。寒 

 い中,青井神社での結婚式で、家内が花嫁衣 

 装の襟が寒くてしょうがなかったことを後で 

 言っていました。大賀君が同級生で先日金婚 

 式を迎えましたので、私共も金婚式が迎えら 

 れる様、健康でいたいと思います。    

・渡辺会員 木本様、ご来訪ありがとうござい 

 ます。ひとみ会今後共宜しくお願いします。 

                                     

・井手会員 木本様、ご来訪ありがとうござい 

 ました。また10月に人吉の地での再会を楽し 

 みにしております。                  

〈米山記念奨学委員会〉 

・平田会員 毎回の米山奨学基金の寄付をしま 

 す。                                

  

         

 

     点 鐘  本田 節 会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第２回クラブ協議会 前半 

 

 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 

[発表] 委員長 井手富浩 

        職業分類：配管工事 

        ロータリー歴：12年10ヵ月 

副委員長）石蔵尚之 

   委員）浅野強･伊久美寛志･片岡啓一 

      北昌二郎･中川貴夫･延岡研一 

      鳥井正徳･友永和宏･水野虎彦 
 

 当委員会は、国際ロータリー

のロータリー戦略計画の４つの

優先事項に基づき、クラブの

中、長期計画も踏まえた方針、

計画で活動致しておりますが、

本年度は特別に「60周年事業成功に向けてのサ

ポート」「IM事業成功に向けてのサポート」が

あり、両事業の実行委員会が正式に立ち上がる

までの繋ぎの役目を担いました。 

具体的には、第１回委員会を7/15に実施し、Ｉ

Ｍの実行委員会立上、事業内容の検討を片岡ガ

バナー補佐、水野ガバナー補佐幹事を中心に行

いました。 

 60周年事業については、中川実行委員長を中

心に実行委員会立上げに向けての検討を行いま

した。また、知的障害者陸上競技大会について

は、本年度の実施及び今後もロータリー財団補

助金を活用しながらの継続事業とするとこを決

定いたしました。また、第２回委員会を9/2に

実施し、9/24開催のＩＭ事業の確認、9/23例会

時の60周年実行委員会発足に向けての検討を行

いました。 

 現在、5/20の60周年に向かって、各委員会活

発な準備が進んでおりますが、会員の皆様一人

一人の英知と御協力が必要となります。今後、

当委員会活動も皆様方からのご意見、ニーズを

くみ取りながら継続してまいりますので、宜し

く御願い申し上げます。 

 

 

 

会員増強部門アドバイザー  

地区表彰委員会副委員長 中川 貴夫会員 

ＲＬＩ委員会委員長  

クラブ奉仕委員会委員 延岡 研一会員 

社会奉仕(ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ含）委員会委員 渡辺 洋文会員 

補助金委員会委員 有馬 宏昭会員 

ローターアクト委員会委員長 安達 玄一会員 
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      クラブ管理運営委員会 

 

【Ｒ情報委員会】 

[発表] 委員長 浅野 強 

    職業分類：電力制御装置製造販売 

    ロータリー歴：9年9ケ月 

副委員長）中島博之 

  委員）愛甲康・友永和宏 
 

 計画１.2016年規程審議会 採決

結果を会員への説明紹介を行う

（担当中島副委員長）9月16日、1

回目の説明会を実施いただきまし

た。下期も時間を設定いただきま

すようお願いします。 計画２.会員候補者へオ

リエンテーションを行う。7月20日に岩下会員

と後藤会員へ私の演習も含めて中川パスト会長

より実施いただきました。９月21日に宮崎会

員、11月18日に加登澄会員のオリエンテーショ

ンを行いました。 計画３.新会員の賛助会員に

ついては、それぞれの推薦者にお願いしまし

た。計画４、ロータリー情報卓話を11月計画し

ておりましたが未実施となっており未実施分は

下期計画して実施方向で努力します。 

 

【親睦委員会】 

[発表] 委員長 青木一幸 

    職業分類：味噌製造 

    ロータリー歴：6年2ケ月 

副委員長）尾上暢浩 

   委員）田上明仁・鳥井正德・山田仁法 

      宮﨑智弘・加登住亮 
 
 先週の新年会は私が参加出来なくなり、急遽

山田委員に司会をお願いしました。山田委員は

じめ外委員にご協力を頂き盛会裏に終わること

ができました。ありがとうございました。 

 残り花見例会と賀寿例会となりますが、引き

続き委員会全員で楽しい会になるように協力し

てやっていきたいと思います。 

 

【ＳＡＡ】 

[発表] 委員長 下田文仁 

    職業分類：焼酎製造 

    ロータリー歴：3年1ケ月 

副委員長）水野虎彦 

委員）有馬宏昭･新堀純子･永尾禎規･大野啓介 

   岩下幸司･後藤竜一 

 今年度は創立60周年に向けて、通常の例会も

充実したものになるよう留意しています。いく

つか改善した点があるのでご案内します。 

 60周年ということで、新しい演台を作ってい

ただきました。パスト会長の皆様には大変お世

話になりました。ありがとうございました。

ロータリーソングを歌う前に、４つのテストを

唱和するようにしました。SAA委員がまだ暗唱

できない状況もあります。暗唱できるよう努め

ます。座席については、まず第一に、これまで

前に５テーブル、後ろに４テーブルであったの

を、前に４テーブル、後ろに５テーブルにしま

した。次に、会長幹事の席を１番ではなく、２

番にしています。 そして、月初めの誕生祝い

がある例会の時は、誕生の方の席を４番にまと

めるようにしています。 

 もう一点、「月に一度、委員会ごとの座席配

置を」というご意見があって、２回やってみた

のですが、なかなか難しく、それ以降できてい

ません。検討したいと思っています。 

 これからも、会員同士お互いに認め合い、学

びあい、また絆を深める場として、例会が、楽

しく充実したものになるようお手伝いしていき

ます。ご意見やアイデアがありましたら、ぜひ

お聞かせください。 

  

【プログラム委員会】 

[発表] 委員長 石蔵尚之 

    職業分類：新聞発行 

    ロータリー歴：4年4ケ月 

副委員長）和田栄司 

   委員）北昌二郎・堤正博 
 
 今年度は新会員の人となりを

知って頂くため、早めに新会員

卓話を実施しました。また、月

間テーマに沿った内外部卓話も

各委員会のご協力によりこれま

で滞りなく実施できましたこと

に感謝申し上げます。プログラム委員会には例

会の時間管理が求められますが、これまでを振

り返ると時間が余ったり足らなかったりと難し

さを痛感しております。受け身にならず、持ち

時間をきちんとお伝えするよう心掛け、今後も

スムーズな進行に心掛けて参ります。 

 創立60周年記念式典が近づいて参りました。

60周年に向けて皆様の理解と結束力を高めよう

という本田会長の思いを受けた例会プログラム

に心掛けて参ります。 

 そこで、早速ですが再来週、1月27日の例会

は60周年記念行事実行委員会の中川実行委員長

にご相談申し上げ、例会の中で委員会を開催し

ていただく機会と致しました。総務、会場、式

典、祝宴、記念事業、記念誌・記録の６委員

会、委員長の皆様には大変お手数ですが当日

は、委員会の開催と発表を宜しくお願い申し上

げます。 
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【ニコニコ箱委員会】 

[発表] 副委員長 高山征治 

    職業分類：縫製加工 

    ロータリー歴：2年1ケ月 

委員長）竹長一幸 

 委員）中村太郎・岡啓嗣郎・浦田繁喜 
 

 全員スマイルとして、第1例

会、納涼家族会、忘年会の３回

を全員スマイルさせていただき

ました。ご協力ありがとうござ

いました。後期は、新年会、RI

創立記念日、クラブ創立記念日

の３回で全員スマイルを予定していますので、

よろしくお願いします。 

 今年度のスマイル目標を150万円としていま

すが、前期の集計では538,790円 となっていま

す。目標に対して36％の進捗状況です。後期は

60周年も控えていますので、皆さんにご協力を

いただき、年間目標の150万円を達成したいと

考えていますのでよろしくお願いします。 

     

【出席委員会】 

[発表] 副委員長 川越公弘 

    職業分類：温泉旅館 

    ロータリー歴：29年11ケ月 

委員長）内藤靖雄 

 委員）伊久美寛志･片岡啓一･増田力 
  
①7/1～12/16 例会数23回出席内容報告 

  出席率   

   7月 89.97％ 

   8月 83.71％ 

   9月  83.90％ 

  10月  81.35％ 

  11月  67.22％ 

  12月  72.77％ 

  半期平均出席率79.82％ 

○7/1～12/16 個人出席率100％（敬称略） 

 ３１名 

  安達・有馬・後藤・葉山・平田・本田 

  井手・伊久美・石蔵・板井・岩井・片岡 

  加登住・北・丸尾・水野・村田・村山・永尾 

  中川・中島・延岡・下田・高山・武末 

  鳥井・堤脩・浦田・和田・山賀・山口 

○ホームクラブ無欠席（敬称略） 

   ６名 

   本田・石蔵・加登住・水野・鳥井・浦田 

○無届欠席者  

   ４回１名、３回２名、２回３名、１回２名  

②１月～６月について 

○無届欠席対策 

 ２回以上の方に届出を促し、届出の意識向上 

  に取組みます。 

（但し、届出が不可能な場合もあるため、連続 

  性がある場合の無届とします。） 

○出席率の向上 

 出席率の低い会員へ出席を促します。 

○出席報告の徹底  

 実態にそった出席報告の検討（例会終了後に 

  出席数が確定） 

 会員の皆様におかれましては、７月１日～１

２月16日例会数23回出席率79.82％よりも出席

率を向上していただきますよう、引き続き御協

力お願い致します。 

 

【会員組織増強委員会】 

[発表] 副委員長 中川貴夫 

    職業分類：自動車整備 

    ロータリー歴：21年7ケ月 

委員長）岩井和彦  

 委員）板井英朗・小林祐介・齊藤日早子 
 
 年度当初２名増の64名の会員数を目標にしま

した。現在、加登住会員、後藤会員、岩下会

員、宮﨑会員の４名の方に入会していただきま

した。残念ながら岩本泰典会員が亡くなられ、

そして肥後銀行安方会員の転勤となり２名の会

員が退会されました。会員数は純増２名の６４

名には達していますのが、会長より２名は前年

度の入会と言われましたので、皆様からの紹

介・推薦・情報などを戴ければ、入会してもら

うためにさらに努力してまいりますので宜しく

お願い申し上げます。     

 

【職業分類委員会】 

[発表] 委員長 安達玄一 

    職業分類：損害保険 

    ロータリー歴：21年9ケ月 

副委員長）堤 脩 

  委員）釜田元嘉・延岡研一・宮原和広 
 
 職業分類委員会は、今年度の方針として未充

填の職業分類を会員選考委員会並びに会員組織

増強委員会と連携しながら一つでも多く充填す

ることを活動方針としています。 

 現在、積極的な会員増強活動により４名の新

会員が入会されています。なお今まで未充填の

分類であった福祉及び医療施設分類から後藤会

員が、教育関連の幼児教育分類から加登住会員

が入会されています。当クラブの中で入会者発

掘の可能性が高い分類にビジネスサービス『税

理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・

弁護士』がありますので周知戴きますようお願

いします。 
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 今後も会員選考委員会・会員組織増強委員会

と連携しながら優秀な候補者の発掘に協力して

いきたいと思います。 

 

【会員選考委員会】 

[発表] 委員長 大賀睦朗 

    職業分類：スポーツ施設 

    ロータリー歴：10年9ケ月 

副委員長）丸尾 孜 

 委員）有村隆徳・山賀勝彦 
 
 理事会から２名の新会員推薦

状をいただきました。肥後銀行

人吉支店長の宮﨑会員（9/30入

会）、あいだこども園園長の加

登住亮会員（11/11入会）。 

 お二人を選考委員会で検討

し、結果を丸尾副委員長から理事会へ報告して

いただきました。尚、7/22に入会された岩下、

後藤会員は前年度理事会で承認されておりま

す。 

 

【クラブ広報委員会】  

[発表] 委員長 戸髙克彦 

    職業分類：広告業 

    ロータリー歴：14年4ケ月 

副委員長）渡辺洋文 

  委員）漆野智康･外山博之･山口令二 
 

 本年度方針、計画に沿って委

員会活動を進めております。広

報活動の役割の一つとして60周

年事業の告知があります。これ

まで人吉新聞への掲載と協賛広

告掲載を行いました。60周年ま

であと4ヶ月となってまいりましたので新たな

告知が出来ないかを委員会で検討し、実行して

まいりたいと思います。反省点は人吉ロータ

リークラブのホームページ更新が遅れているこ

とがあり、正確な情報を伝えられない点と、Ｉ

Ｔ研修会への取組みが出来ていないことです。

今後は会長、幹事をはじめ皆様のご意見も頂き

ながら取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

     

 

    奉仕プロジェクト委員会  

  

【国際奉仕委員会】 

[発表] 委員長 有村隆徳 

    職業分類：ホテル 

    ロータリー歴：35年 

副委員長）宮原和広 

 委員）伊久美寛志･井手富浩･石蔵尚之 

    大久保勝人 
 

 本年度は人吉ＲＣ60周年記念

式典に姉妹クラブの韓国慶山(ｷｮ

ﾝｻﾝ）ＲＣと台北稻江(ﾀｵﾁｬﾝ)Ｒ

Ｃをご案内することを計画して

おります。台北稻江ロータリー

クラブとは第４次姉妹締結調印

の年度となっておりますので60周年式典に合わ

せて実施する予定でおります。 

 台北稻江ＲＣより創立 30周年記念式典

（3/21）のご案内をいただきましたので計画を

すすめております。現在、33名の会員ご夫人に

参加をいただくことになっております。 

 これまで、慶山ＲＣへ９月に発生した韓国慶

尚北道慶州市の地震災害お見舞い、稻江ＲＣへ

９月台湾北部を直撃した台風16号17号へのお見

舞い文書を送っております。10月20日、家庭集

会を開催いたしました。これから６０周年に向

け皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 


