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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 

          第2720地区  米山奨学生  王 辰寧 さん 

 

 

         会長 本田 節  
 

  本日はご来訪者に米山記念奨学生の王辰寧さん

に来ていただいております。先月の５月19日の台

北稻江ＲＣとの第４次姉妹クラブ締結式や５月20

日の創立60周年記念式典においては、大変お世話

になりました。素晴らしい流暢な通訳で交流と友

情を深めることができました。心より感謝申し上

げます。今年度世話クラブで良かったと次年度米

山記念奨学委員会の委員長の宮原カウンセラーと

もお話しをしたところでありました。 

 皆様も十分にご存じだと思いますが、米山記念

奨学事業は1952年に日本で最初に設立された東京

ロータリークラブが日本のロータリーの創始者と

呼ばれる米山梅吉氏の功績を記念して始めた国際

奨学事業が、国内の全ロータリー地区の合同事業

に発展したものであります。目的は、留学生が平

和を求める日本人と出会い信頼関係を築くことで

あり、日本のロータリーに最も相応しい国際奉仕

事業として高く評価されているものであります。
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、 米山奨学金支給、出席率報告 

              会務報告、ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

Ｐ３～４  今年度 最終クラブ協議会（前半）           

       

事業の神髄は、世話クラブとカウンセラー制度で

あり、今年度当クラブが世話クラブとして選ばれ

たことは、大変光栄だと思い私もカウンセラーと

して精一杯努めさせていただきたいと思っており

ます。 

  奨学生はロータリアンとの交流を通じて、奉仕

の精神に触れ、自らの精神を磨いて人生観・職業

観を高め、またロータリアンにとっても金銭的な

支援では得られない感動と事業への深い理解が生

まれて、更なる支援への意欲を盛り立てるという

日本最大の民間奨学事業であります。どうぞ王辰

寧様も私達を日本の家族、お父さん・お母さんだ

と思って何でもご相談していただければと思って

おります。 

  ところで、本年度最後の６月はロータリー親睦

活動月間であります。私の理解が浅く、クラブに

おける親睦活動の事をいうのかと思っておりまし

たら、この月間ではロータリー親睦活動グループ

の事であり、同じ興味や情熱を持つ世界中の仲間

たちと交流できる方法であり、RI理事会で審査を

受け、公式認定されたものがロータリー親睦活動

グループというそうであります。少なくとも３か

国の会員を含んでいること、年に１回はニュース

レターを発行し、会員が顔を合わせて交流を計る

機会を設けることなど、国、言葉、文化が違う会

員たちが長期的に活動していく為に必要なことが

認定基準として設けられております。 

  現在では、RIの承認を受けて活動しているグ

ループが64で、共通する趣味が言葉の壁、文化の

壁を乗り越え好意と友情を深めているそうでござ

います。グループの中には、アンティーク自動

車、料理、サイクリング、釣り、乗馬、手品、鉄

道、健康とフィットネス等の親睦活動があり、な

かなかユニークだなと思っております。是非、渡

辺パスト会長も釣りの親睦活動グループに参加さ

れてはいかがでしょうか。 

  また、６月といえば、国際ロータリー年次大会

が開催されておりますが、本年度は６月10日～14

日、アトランタで開催されました。４万人のロー

タリアンが一同に介し、ロータリーが人類に奉仕

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想｣ 
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したこの１年を祝い、ロータリー財団100周年をも

祝い、世界で良いことをしてきた１世紀を祝い、

終了したようであります。 

  いよいよ、ジョン・F・ジャーム氏の年度が終わ

ろうとしております。同時に、私の年度も本日を

含めて残す３回の例会となりました。 

  本日はクラブ協議会となっております。それぞ

れの、委員長さんを始め委員の皆様方には大変お

世話になりました。１年の活動のまとめと報告を

宜しくお願いいたします。 

 

        副幹事  石蔵尚之 
 

【連絡事項】 

・熊本東ＲＣ例会変更のお知らせを掲示板に貼っ 

  ておりますのでご覧ください。 

・ガバナー月信６月号配布します。 

・次年度より；定款・細則の資料をお受け取り下 

  さい。先週に引続き例会入口にございます。そ 

  れから本日18時30分から、石亭の館で奉仕プロ 

  ジェクト部門の各委員会を開催します。ご参加 

  宜しくお願いいたします。           

                       

                       宮原和広カウンセラー 

  今日で人吉は３回目になります。今年度本田会

長からは最後の支給となります。宜しくお願いい

たします。 

 米山奨学生  王 辰寧 

  皆様こんにちは。先月は人吉ロー

タリークラブ60周年のお手伝いをさ

せていただきました。 

  通訳を通してまだまだ日本語をき

ちんと勉強しなければならないと痛

感いたしました。 

  学業の報告ですが、博士論文の予備審査を無事

合格しました。最後の仕上げまで頑張ります。ま

た、来週の週末は首都大学東京で開催される日本

言語学会に参加します。貴重な機会を利用して優

秀な研究者たちの発表を聞きたいと思います。 

 

         委員長 内藤靖雄 

   

 

【60周年記念実行委員会】   委員長 中川貴夫 

   5/29熊本南ＲＣ、6/9熊本ＲＣ、6/14荒尾ＲＣ

全員登録クラブへ御礼に行って来ました。 

  18日2720 Japan O.K.ロータリーEクラブの認

証状伝達式 が大分にて開催されます。後日、時

間があれば報告させていただきます。 

 

【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

      人吉ＲＡＣ ６月第１例会ご案内  

   日 時； ６月１７日（土）19時～2１時 

   内 容；『卒業生送別会』 担当：理事会 

   場 所； ひまわり亭 

   会 費； 3500円 

  出席が足りない方も是非ご参加ください。 

 

【会計】                        宮﨑 智弘 

  ６月は決算になります。現在会費未納の方がい

らっしゃいます。来週の例会２３日までに納入を

お願い致します。 

 

【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〉 

・有村会員 米山奨学生の王さん、先日の人吉Ｒ 

  Ｃ６０周年の記念式典では大変お世話になり 

  ました。                             

・井手会員 王さんようこそいらっしゃいまし   

  た。60周年では通訳ありがとうございまし 

  た。戦略計画委員会、クラブ管理運営委員 

  会、一年間お世話になりました。       

〈Ｒ財団委員会〉 

・友永会員 Ｒ財団です。一年間御協力ありがと 

  うございました。                    

・武末会員 創立60周年で出席100％の額が手元 

  に届きましたので財団に寄付します。                           
 
       点 鐘  本田 節 会長 
   
 

   クラブ協議会（最終報告） 前半 

 

【人吉ＲＣ戦略計画】委員長 井手富浩 

  計画した定期的（2月1回）な委員会は開催で

きませんでしたが、9/24開催のIM、先日5/20に

開催されました 人吉ＲＣ創立60周年においての

正式な実行委員会が立ち上がるまでの繋ぎの役

目を担わせて頂きました。IMでは片岡ガバナー

補佐主導の元、前田ガバナー講話、熊本第6グ

ループ内5クラブのクラブ自慢、その後の懇親

会、また、翌日の親睦ゴルフとＩＭの意義、目

的に則った成果をあげることができたと思いま

す。また、60周年では、中川実行委員長のリー

ダーシップの元、準備（キャラバン等含む）、

式典、懇親会と、会員の皆様一人一人の力を結

集し、人吉ＲＣ史上に残る大きな成果を残す事

ができたと思います。その他、「知的障害者陸

上競技大会」の本年度の実施及び次年度も財団

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  86.44％ 

欠 席 者 数 6名  6 / 2 出 席 率 75.0％ 

出 席 者 数 53名 補 填 数 10名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 91.17％ 

＊届け出欠席  岩下･葉山･堀川･延岡･小林祐・村山・大賀・中村                   

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

5/19調印式；延岡             

5/20 60周年;大久保･岩下･下田･丸尾･新堀･渡辺･宮﨑･戸髙 

6/13次年度委員会；漆野 

   2017学年度  米山奨学生 王辰寧さん 

              ６月 奨学金支給 
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地区補助金を活用しての継続を決定させて頂きま

した。また、地区の義援金を元にした「命のロー

タリーキッチンカー」事業にもかかわらせて頂

き、今後、数年の運用にもクラブとして、積極的

に対応して行かなければなりません。 

  本来の戦略計画、ビジョン策定には至りません

でしたが、これまでの、また、本年度の経過をふ

まえて、次年度以降の事業に反映させて頂きたい

と思います。ありがとうございました。 
 
【クラブ管理運営】 委員長 井手富浩 

  本田会長のテーマ「復古創新―60周年を祝い、

地域に奉仕しよう」のもと、Ｒ情報、親睦、ＳＡ

Ａ、プログラム、ニコニコ箱、出席、会員組織増

強、職業分類、会員選考、クラブ広報、雑誌、ク

ラブ会報の12委員会で「入りて学び」の担い手と

して、例会の充実、会員の拡大、クラブ内、外へ

の情報発信と公共イメージのアップに努めて頂き

ました。また、Ｒ情報委員会には、3年に1度の規

定審議会の結果を受け、当クラブの定款変更、次

年度以降の細則変更の筋道をつけて頂きました。 

全ての委員会の皆様に感謝申し上げ、報告とさせ

て頂きます。ありがとうございました。 
 
【ロータリー情報】委員長 浅野 強 

  どうにか1年終わりました。実感ですが、Ｒ情

報委員長はロータリーを熟知された方でないと無

理があると思いました。しかし、お蔭で勉強にな

りました。方針は省略させてもらいます。 

計画に対する実行の報告 

1.規程審議会にて改定された内容の説明紹介を   

  中島副委員長にしていただき、定款の改訂につ   

  いては延岡会員に助けて頂き間に合いました。 

2.新入会員5人へオリエンテーション実施 

3.Ｒ情報卓話は2回予定していましたが1回のみ 

4.入会5年以内の会員対象に、ロータリーについ  

  て語り合う場を設けるは未実施 

予算は6万円に対しゼロ円でした。 
 
【親睦】委員長 青木一幸 

  今月初めの賀寿会を最後に、今年度の親睦委員

会の活動も無事に終了致しました。年度途中、田

上委員・馬場委員の退会や安方委員の異動なども

ありましたが、その都度、残りのメンバーの皆さ

んや途中で加入していただいた宮﨑委員、加登住

委員に協力いただき何とか乗り切ることができま

した。この場をお借りして、あらためて御礼を申

し上げたいと思います。 尤も、行事自体は終了

したものの、その内容がどうであったかについて

は会員の皆様のご評価を待たねばなりません。良

かった点、悪かった点いろいろあろうかと思いま

すが、改善すべき点がありましたが、私へのお叱

りは当然のこととして、出来ましたら次年度の平

田委員長にご助言を頂ければ幸いです。一年間、

有難うございました。 
 
【ＳＡＡ】 委員長 下田文仁 

 今年度は創立60周年に向けて、通常の例会も充

実したものにしようとこころがけていましたが十

分できなかったところもあります。いくつか改善

した点があるので整理してみます。 

①60周年ということで、パスト会長の皆様に新し 

 い演台を作っていただきました。ありがとうご 

 ざいました。 

②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。 

③テーブルの配置を変えました。前に４テーブ 

 ル、後ろに５テーブルにしました。 

④結婚誕生の例会の時は、誕生の方の席を４番に 

 まとめるようにしています。 

⑤委員会ごとの座席配置にも取り組んでみました 

 が、割り振りがとても難しく２回しかできませ 

 んでした。また、座っていただいても自分の委 

 員会を「自覚」してもらえないという課題も 

 ありました。委員会名を書いた札を用意すれば 

 よかったと思います。 

  個人的には60周年の式典で指揮をさせていただ

いて、心に残るものになりました。ただ、式典当

日に塚本会員から指揮をする前に歓迎の言葉を述

べないといけないと聞かされ、慌てて考えること

になりました。準備不足を反省しています。 

一年間、スムーズな例会運営のために取り組んで

きました。SAA委員の皆様の協力のおかげでなん

とか役割を果たすことができたように思います。

特に、水野副委員長には僕が至らない点をたくさ

んフォローしていただいて、感謝しております。

今年度の課題は次のSAA委員長に引き継ぎますの

でよろしくお願いします。 
 
【プログラム】委員長 石蔵尚之 

  まず、心強い先輩方に精神的にも支えられた１

年でした。感謝申し上げます。 

  さて、顔見知りの方と申しましても案外、その

人となりやお仕事の中身までは存じ上げません。

岩下会員、後藤会員、宮﨑会員、加登住会員の４

名の本年度ご入会の皆さんにはご無理を申し上げ

ましたが、出来るだけ早く新会員卓話をお願いし

ました。ありがとうございました。また、月間

テーマに沿った内外部卓話は各委員会と連携し、

バラエティに富む内容だったと思います。中で

も、１年越しの依頼となりました熊本市民病院・

本田菜穂子様の卓話は熊本地震と重ね合わせ感慨

深いものがありました。反省点は、60周年に向け

て計画しておりましたパスト会長卓話ができな

かったことです。60周年記念実行委員会を例会の

中で開催していただく機会も１度のみで、60周年

に向けて理解と結束力を高める例会プログラムは
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不十分だったかもしれません。ともかく皆様のア

ドバイスに支えられての１年でした。次年度は、

若さと華のある新堀委員長ですので思い切りよく

楽しめる例会プログラムを考えていただけるもの

と思います。どうぞ宜しくお願いします。 
 
【ニコニコ箱】 委員長 竹長一幸 

  下半期は全員スマイルとして、1月の新年会、2

月のRI創立記念日、5月のクラブ創立記念日の3回

を全員スマイルさせていただきました。上半期と

合わせて年間6回の全員スマイルを実施させてい

ただきました。ご協力ありがとうございました。 

今年度のスマイル目標を150万円としてきました

が、先週までの集計で123万円 となっており、目

標に対して80％の進捗状況です。残り3回の例会

で150万円の目標達成は少し厳しいですが、少し

でも目標に近づけるよう、最後までご協力をお願

いします。 
 
【出席】 委員長 内藤靖雄 

  報告にあたりまして、大先輩に在籍していただ

き支援されての委員会でしたが、私自身欠席も多

く十分な活動が出来ず、委員はじめ会員の皆様に

ご迷惑をおかけしましたことにまずもってお詫び

申し上げます。 

  今年度方針は『無届け欠席を無くし、出席率の

向上、出席報告の徹底』でしたが、どのような出

席状況であるかを明確にすることにより、欠席届

と出席意識の向上をはかれるのではないかと思

い、1月13日の第二回クラブ協議会で 7/1より

12/16までの例会数23回の 

①月別出席率 

②出席率100％の会員 

③ホームクラブ出席率100％の会員 

④無届回数別欠席者数の報告を行いました。 

引続き年間の出席状況を、出席率100％達成者の

表彰時に合わせて、週報にて報告させていただけ

ればと思います。一年間多くの皆様にご協力いた

だきありがとうございました。感謝申し上げま

す。 
 
【会員組織増強】委員長 岩井和彦 

  年初当初２名増の64名の会員数を目標にやって

きましたが、５名増の４名減63名と目標達成する

ことが出来ませんでした。しかしながら、5名の

素晴らしい会員を迎えられたことにご紹介いただ

きました会員をはじめ皆様に深く感謝申し上げま

す。達成できなかった分は、次年度委員長と協力

して来年度頑張ります。一年間大変お世話になり

ました。 
 
【職業分類】 委員長 安達玄一 

  未充填の職業分類を会員の皆さんに周知して戴

き会員増強に協力することを方針としています。

これまでに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。なお、当クラブの中で新入会者

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、次年度の増強の為

にも会員の皆様には再度、周知戴きますようお願

い致します。 
 
【クラブ広報】 委員長 戸髙克彦 

  当クラブの活動をタイムリーに伝えて理解を深

め、評価、支援の推進につながる広報を心掛け、

一年間活動を行って参りました。表敬訪問に始ま

り、活動行事の広報（人吉新聞・HPの掲載）ま

た、熊本地震復興支援野球大会への広告協賛、60

周年記念事業のＰＲ、そしてＩＴ研修会への参加

等の広報活動を行いました。60周年記念式典の

際、駐車場整理をしながら多くの方に｢人吉さん

は凄いですね｣と声をかけられました。そう思っ

て頂けることが人吉RCとしての一番の広報になっ

ているように思いました。一年間ありがとうござ

いました。 
 
【雑誌】 委員長 塚本達也 

  ｢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て頂けるようにす

る。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。｣としてきましたがいかが

だったでしょうか？また、今キッチンカーについ

ての記事を石蔵会員の協力を得て、先日人吉新聞

に掲載されたものを修正してロータリーの友へ投

稿しております。ボツにならなければ、秋までに

は掲載されると思いますので楽しみにしていて下

さい。最後になりましたが、ロータリーの友の紹

介を快く引き受けて頂いた会員の皆様に心からお

礼申し上げます。 
 
【クラブ会報】 副委員長 村田武澄 

   例会等をたくさん記録に残すことを念頭に、

「遅延の無い会報発行」「次回例会プログラムや

前回例会の重要事項の報告」を方針とし、 具体

的には、 1.写真の割合を増やし、見て楽しく・

読んで理解しやすい会報。 2.会員の活き活きと

した表情や言葉を捉えた会報。 3.例会スケ

ジュール等について、会報に事前に掲載し周知を

図る。ことを目標に１年間取り組みました。 

  年度当初、本田会長、葉山幹事に無理を云っ

て、少し性能の良いデジタルカメラに更改して頂

きました。結果、例会等の写真撮影枚数は、飛躍

的に増えました。残念ながら、会報の紙面の制約

もあり、全ての写真と言うわけにもいかなかった

のですが、記録に残すという点では、実行できた

かなと考えています。 ただし、「遅延の無い会

報発行」、「次回例会プログラムや前回例会の重

要事項の報告」については、原稿収集の遅れなど

の事情で上手くいかなかったことを反省点とし、

この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

  最後に、会報作成にあたり、事務局の緒方さん

には大変お世話になりました。この場を借りて感

謝と御礼を申し上げます。有難うございました。 


