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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 大野ＳＡＡ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  
 

 今、外は雪がちらちらと降っており山も雪で

うっすら白くなっております。さすがに今日は

大寒ということで大変厳しい寒さが続いており

ますが、体調管理にはくれぐれもお気をつけ下

さい。しかし、例会場に入ってきますと玄関に

はおひな様やさげもんが飾ってあり２月１日か

らの“人吉球磨はひなまつり”一色で大変華や

かな雰囲気でございます。 

 先程、井手会長エレクトと話しておりました

ら、昨年の歴史的大雪はちょうど24日でありま

した。私も雪で足止めされ、やっとの思いで出

張から帰って来たことを思い出しました。 

 ところで、毎週言っておりますが、今月は職

業奉仕月間でございます。ガバナー月信の中

で、前田眞実ガバナーがおっしゃっているの

は、ロータリーの本質とは何か？それはロータ

リーの目的、中核的価値観、４つのテストの遵

守、並びに５大奉仕の遂行等であると考えま

す。そして、５大奉仕の中でも特に職業奉仕は

大切にしなければならないと強調され、その理
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Ｐ１～２    会長の時間、幹事報告、   

Ｐ２    出席率報告、Ｒの友1月号紹介                         

             ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

       点鐘  

 
Ｐ２～４    第2回クラブ協議会（前期活動報告）後半 

由は、職業奉仕が他の団体が提唱していない

ロータリー独自のものであるという事、職業倫

理の向上（職業奉仕とは職業倫理の向上と共に

職業に携わるすべての人を幸せにする一連の行

為＝私見）を目指すことは、すなわち人間力の

向上に繋がり、ロータリーの究極の目的と一致

するからであると言っておられます。その基本

となっているものが２つです。 

  まず１つは、“最も良く奉仕する者最も多く

報われる”と、２つめは“４つのテスト”であ

ります。本年度から毎例会４つのテストを唱和

していただいております。 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか ４．みんなのため

になるかどうか   

  私自身も読み上げる度に果たしてそのような

言行を実践しているか自問自答しながら反省す

ることが多い日々であります。まさに、自己研

鑽を積み利他の精神をもってあらゆる行為に携

わることが前田ガバナーの考えられるロータ

リーの究極の目的だと言っておられます。どの

ようにロータリーのシステム（規定審議会での

決定）が変わろうがロータリーの目的の遵守と

人間形成は未来永劫不変であるとアドレスで述

べられておりました。ロータリーとは中々奥が

深くまだまだ私は修行が足りません。 

  本日は、第２回クラブ協議会の後編になって

おりますので、各委員長の報告をお願いいたし

ます。特に、下半期は５月20日の60周年の記念

式典を控えておりますので、会員おひとりおひ

とりのご協力なしには遂行出来ませんので、宜

しくお願い申し上げ会長の時間を終わります。 

    

   幹事 葉山稔洋 
 
 

【連絡事項】 

・管理運営広報合同セミナー開催の案内 

 →該当者へお渡しします。 

・会長エレクト研修セミナー(ＰＥＴＳ)の案内 

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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 →井手エレクトへお渡しします。 

・第14回ひとよし春風マラソン開催に伴う会議 

 の案内→本田会長にお渡しします。  

・ガバナー月信が届きました。（配布） 

・熊本城東ＲＣから例会取り止め（掲示板）

  

  委員長 内藤靖雄 

 

 

【雑誌委員会】  

    ロータリーの友１月号紹介                  

          紹介者 塚本哲也委員長  

 まず左から紹介させて頂きます。３ページ

「ＲＩ会長メッセージ」です。持続可能性とい

う概念は常にロータリーの中心にある考え方

で、ポリオ撲滅等においても既に変化をもたら

しており、今日の正しい業績を、より健全な将

来へとつないでいくものです。と言われていま

す。７ページから「守り、伝える」というテー

マで甘木盆栽、松前神楽演奏会、雅楽のの伝統

の継承、子供歌舞伎の復活のテーマで記載され

ております。１４ページからは「職業奉仕」は

ロータリーの根幹か？という見出しでＲＩ会長

の考えも含めて１７ページまで書いておられま

す。続きまして右側の４ページから、「世界に

売れるＭade in Ｊapan」という題で興味深い記

事が掲載されています。日本の技術、ノウハ

ウ、モノというのは本当に優れているものであ

り海外では評判が良いものです。近年観光客数

も急激に伸びており、その消費は、中国と台湾

で５６％、さらにタイやベトナムからの華僑を

含めると中国人で７，８割を占め、一人当たり

２０万円を消費しているそうです。背景として

２０１１年の東日本大震災の際、日本人があの

状況の中できちんと並んで救助を待っている様

子は非常な感動を持って受け止められたそうで

す。日本人の礼儀正しさ、穏やかさ、マナーの

良さといったものがすごく高く評価され、それ

がまた、日本製品の評価の高さにつながったと

書かれています。その後の「卓話の泉」や

「ロータリーアットワーク」にも大変興味深い

記事がたくさん記載されていますのでご熟読下

さい。ご清聴ありがとうございました。 

【寄付カード】   ニコニコ箱  高山征治     

〈Ｒ財団委員会〉 

・石蔵会員 19日に読売演劇大賞が発表さ 

 れ、妹(轟悠）が女優賞を受賞しました。  

                   

      点 鐘  本田 節 会長 

 

 

 

    第２回クラブ協議会 後半 

     

    クラブ管理運営委員会 

 

【雑誌委員会】 
[発表] 委員長 塚本哲也 

    職業分類：酒類小売 

    ロータリー歴：15年3ケ月 

副委員長）大久保勝人 

   委員）小林清市・村山能史・武末憲一 
 
 会員、委員の皆様にはロータリーの友の紹

介等ご協力いただきありがとうございます。 

 雑誌委員会は、ロータリーの友を通して、

ロータリーに関しての情報収集と興味促進に

役立て、また読むことによって、国際、日

本、地区のロータリークラブの活動内容の知

識を深め、今の傾向を理解していく。という

方針のもと運営しております。 

 計画に「クラブ広報委員会と連携してロー

タリーの友に事業内容の記事を投稿する。」

としておりますが、今後クラブ広報委員会と

連携して、2720地区で承認された被災者向け

の救助者「キッチンカー」についての記事を

迅速に進めていきたいと思っております。 

以上宜しくお願いします。 
 
【クラブ会報委員会】 
[発表] 委員長 堀川匠太 

    職業分類：土木 

    ロータリー歴：2年8ケ月 

副委員長）村田武澄 

   委員）原田知一郎・平田フク 
 
 会報発行につきましては委員の皆さんや事

務局にご協力をいただき、どうにか半年を乗

り切ることが出来ました。ありがとうござい

ます。委員長でありながらなかなか出席でき

ていないことをお詫び申し上げます。 

 会報委員会では、今まで積み重ねてこられ

た委員会の方針を継続しながら、より皆様に

読んで頂けるような会報づくりに取り組んで

おります。その一環として、写真の数を増や

し、皆様の生き生きとした表情をとらえ会報

に掲載しています。そのための新しいカメラ

の購入にご協力いただきありがとうございま

した。広報委員会の方と大切に使わせていた

だきたいと思います。まだ少し写真の枚数が

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  80.0％ 

欠 席 者 数 12名  1 / 6 出 席 率 67.74％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数 0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 67.74％ 

＊届け出欠席  青木・新堀・宮﨑・竹長・有村・中村・田上 

        加登住・尾上・大久保・大賀・外山         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 
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少ないような気がしますので、今後改善してい

きたいと思います。 

 委員会といたしましては、引き続き細やかな

情報発信と密接な情報共有を図り、遅延なく会

報の発行に努めてまいりますので、今後ともご

協力の程、宜しくお願いいたします。 

 

     奉仕プロジェクト委員会 
 
 
【職業奉仕委員会】 
[発表] 委員長 小林祐介 

    職業分類：娯楽施設 

    ロータリー歴：20年11ケ月 

副委員長）原田知一郎 

   委員）釜田元嘉・戸髙克彦・大賀睦朗 

     山口令二・加登住 亮      

活動報告 

計画②職場訪問例会の実施 

 今年度は人吉警察署にご協力頂き11月18日の

例会で職場訪問を実施いたしました。谷警察署

長、竹内副署長には署の業務について詳しく丁

寧に説明をいただき、施設の見学をさせていた

だきました。 

計画③職業奉仕に関する卓話の実施 

 来月２月３日、松岡隼人人吉市長に卓話をお

願いしております。 

計画①の優良職員表彰については今後委員会と

打合せを行います。会員事業所の優秀な職員を

ご推薦頂きますよう宜しくお願い申しあげま

す。  
 
【社会奉仕委員会】 
[発表] 委員長 北 昌二郎 

    職業分類：タクシー業 

    ロータリー歴：17年9ケ月 

副委員長）延岡研一 

   委員）堀川匠太・板井英朗・竹長一幸 

     丸尾 孜・尾上暢浩・岩下幸司 

 昨年10月16日、人吉ＲＣチャレンジカップ陸

上競技大会を開催しました。これで大きな事業

は終了いたしました。本年は残り５ヶ月、他団

体からの要請により、連携、協力を行いたいと

思います。 
 
【環境保全委員会】 
[発表] 委員長 村山能史 

    職業分類：リネンサプライ業 

    ロータリー歴：7年1ケ月 

副委員長）中村太郎 

   委員）安達玄一・内藤靖雄 

     高山征治・増田 力 
 
○半期事業 

・夏のクリーン人吉早朝清掃8月16日(火)  

 人吉市花火大会翌朝６時～ 参加者18名 

・早朝（清掃）例会11月25日(金) 

  人吉歴史資料館付近を清掃午前6時～ 

  参加者36名。ＳＡＡには準備ご協力有 

  難うございました。  

○今後の計画  

・環境保全卓話（水と衛生）本田会長へお願い 

 をしているところです。 

・クリーン人吉早朝清掃  

 日本百名城人吉お城まつり4/29（土）の 

 翌朝4/30(日)６時～７時の予定です。 

 今後も皆様のご協力を宜しくお願いします。 
  
【地域発展委員会】 
[発表] 委員 片岡啓一 

    職業分類：医薬品小売 

    ロータリー歴：33年11ケ月 

委員長）新堀純子 副）宮﨑智弘 

  委員）小林清市・岡啓嗣郎・齊藤日早子 
 
半期実施報告   

・年度始め7月28日に社会奉仕委員会と合同で 

 家庭集会を実施。 

・地域発展月間の外部卓話10月28日例会 

 今年9月16日(土)～17日(日）人吉球磨地域に 

 おいて開催される第72回熊本県民体育祭人吉 

 球磨大会について、NPO法人 人吉市体育協会 

 会長小林英敏様にお話をして頂きました。 
  
【青少年奉仕委員会】 
[発表] 委員長 漆野智康 

    職業分類：臨床検査 

    ロータリー歴：6年6ケ月 

副委員長）山賀勝彦  

   委員）青木一幸・川越公弘・村田武澄 

     堤 正博・後藤竜一 

活動 

５月の青少年奉仕月間に昨年まで継続されてき

ている“心の豊かさプロジェクト”の開催を目

指していますが、人吉ＲＣ創立60周年行事と重

なりますので、関係委員会と調整しながら進め

ていきたいと思います。 
 
【ローターアクト委員会】 
[発表] 委員長 平田フク 

    職業分類：生命保険 

    ロータリー歴：7年9ケ月 

副委員長）田上明仁  

   委員）永尾禎規・下田文仁・塚本哲也 

     渡辺洋文・武末憲一・伊久美寛志 

○地区行事 

10月8日～9日ホテル熊本テルサにて 

2720地区ローターアクト第32回年次大会開催 

安達地区アクト委員長と参加  

○人吉ＲＡＣ半期活動について 

 12月末の人吉ローターアクトクラブ会員数は 

男性８名、女性11名の計19名です。２月から女

性１名増える予定です。毎月２回レベルの高い

例会になっていると思います。その他8月16日

夏のクリーン人吉早朝清掃に参加しました。ま

た、10月16日人吉ＲＣチャレンジカップ陸上大
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会へ7名ボランティアとして参加しておりま

す。11月12～13日ふるさと歴史の広場「ひとよ

し産業祭」にてフリーマーケット出店。ロータ

リアンのおかげでたくさんの商品を提供いただ

きました。 

 売上金はアクト活動資金と寄付先２件、ひと

つは熊本地震で全壊した相良神社（宇城市豊野

町）の再建）へ、そして100周年を迎えるロー

タリー財団へ（40800円）12/16人吉ＲＣ例会時

で寄付しました。残り５ヶ月、より向上するア

クト例会になるよう努力すると共に、提唱クラ

ブの創立60周年行事には惜しみない協力をした

いと思います。 
 
【米山記念奨学委員会】 
[発表] 委員長 有馬宏昭 

    職業分類：保険代理業 

    ロータリー歴：15年1ケ月 

副委員長）大野啓介 

   委員）浅野 強・外山博之・和田栄司 

〇活動報告 

１．8月1日 米山記念奨学委員会、ロータリー

財団、人吉RC奨学基金委員会合同の家庭集会を

実施し、年度計画を確認しました。その後会員

相互の懇親を深めました。 

２．9月17日 ホルトホール大分でのRI第2720

地区Ｒ財団と米山記念奨学会部門合同セミナー

に参加し、2720地区の本年度の活動方針を確

認、秋吉部門長や米山奨学生の発表等で米山奨

学会への理解を深めることが出来ました。 

３．10月7日本田年度第14回例会に、中国山東

省出身の留学生 李 玉蘭さんを招待いたしま

した。世話クラブである熊本中央ロータリーク

ラブのカウンセラー丹後秀庸様の紹介の後、留

学に至った経緯や熊本大学での研究の内容を流

ちょうな日本語で説明いただきました。カウン

セラーやロータリークラブへの感謝が印象に残

りました。 

４．寄付につきましては12月31日現在 

 普通寄附は一人3,000円×62名で186,000円 

 特別寄附米山カードでの寄附で316,000円 

 お申し出の寄付35,000円で、合計351,000円

です。年度後半も引き続き、米山記念奨学会へ

のご寄付をよろしくお願い申し上げます。 
 
【Ｒ財団委員会】 
[発表] 委員長 友永和宏 

    職業分類：耳鼻咽喉科医 

    ロータリー歴：23年9ケ月 

副委員長）武末憲一 

   委員）岩井和彦・中島博之・堤 脩  
 
前期活動報告 

平成28年8月に家庭集会、10月16日チャレンジ

カップ競技大会を会員の皆様のご協力で盛大に

開催いたしました。11月には財団卓話として、

「ロータリー財団100周年を祝う」と題して、

武末会員による卓話とビデオ紹介を行いまし

た。 

 前期国際ロータリー活動支援のための会員寄

付は 126,480円、特別寄付は 75,800円、財団

カード145,200円でした。多額の寄付に感謝致

します。財団カードは前年度を上回っていまし

たが、会員寄付と特別寄付は少し下回っていま

すので、引き続きロータリー財団への会員皆様

の温かいご寄付を宜しくお願い致します。 
 
【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 
[発表] 委員長 鳥井正徳 

    職業分類：社会教育 

    ロータリー歴：7年5ケ月 

副委員長）山田仁法 

   委員）愛甲 康・中川貴夫・水野虎彦 

○事業 

・８月の例会で第２期奨学生６名に卓話をお願 

 いし、会員の皆様に紹介しました。 

・11月に第３期の奨学生の推薦依頼書を人吉高 

 校、球磨工業高校にお願いしました。 

・１月にはいり、第３期の奨学生の推薦書が届 

 きました。これを２月の理事会に図り、新し 

 い奨学生が決定する運びとなっています。理 

 事会で決定していただきましたら会員の皆様 

 に詳しく紹介いたします。 

・４月にはいり、奨学生への認定証の授与式を 

 行います。 

以上が今後の事業の流れでございます。 

○今後の奨学基金の決算の見通しについて申し 

 上げます。 

奨学生の支給額(年)10,000円×12ヶ月×6名＝ 

                720,000円 

収入(本年度）一般寄付 139,789円 
       （会員寄付、カード寄付、ゴルフ愛好会） 

        特別寄付 125,000円(7名) 

                合計 264,789円 

  今後100万ドル食事や一般寄付、特別寄付が

予想されますので、年間の収入は30万～40万円

になると予想しています。従いまして、基金か

らの取りくずしは、30万～40万円(年間）にな

ると思います。このままでいきますと、当初計

画いたしました通り、後10年は十分な運営が可

能と思います。御協力に感謝申し上げます。今

後共、ご寄付宜しくお願い致します。 

 

 


