
  

 

 

 

 

 

 

 

 

点 鐘        井手富浩 会長  

        
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ加登住ＳＡＡ委員 

 

 

 

 
 
司会･進行  後藤竜一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介      井手富浩会長 
  
                  人吉ＲＣ 高嶋 康二 名誉会員 

 

 
      会長 井手富浩  
 

  皆様こんばんは、歴史と伝統あ

る人吉ＲＣ第61代会長に就任いた

しました井手富浩です。１年半前

に会長ノミニーに選任され、石蔵

幹事と共に、覚悟を決めて、準備

をしてまいりましたが、いざ初日

を迎え、大変緊張致しておりますが、１年間、皆

様方の御協力のもと、精一杯努めてまいりますの

で、宜しく御願い申し上げます。 

  本日は、渡辺公共イメージ委員長のお世話のも

通 算 2 9 4 5 回 

2 0 1 7年 7月 7日 

第 1 回 例 会 

と、私、本田直前会長、

有馬副会長、石蔵幹事の

５名で午前９時より「青

井神社」に参拝し、クラ

ブとクラブ会員の皆様の

弥栄を祈願してまいりま

した。その後、恒例の表敬訪問では、人吉市役

所、人吉警察署、人吉税務署、人吉新聞社、球磨

地域振興局、人吉商工会議所と計6個所に御伺いさ

せて頂き、就任の御挨拶と、今後共の御協力を御

願いしてまいりました。 

  まずは、１回目の会長卓話として、会長所信を

述べさせて頂きます。 

  さて、ＲＩイアンライズリー会長のテーマは、

「ロータリー：変化をもたらす」です。このコロ

ンには、三つの意味があります。まず、一つめ

は、ロータリーが変化をもたらす。二つめには、

ロータリーに変化をもたらす。三つめは、ロータ

リーと変化をもたらすです。これはロータリー活

動によって、地域社会が変化し、その変化により

ロータリー自体が変化し、その活動と共に、ロー

タリアン自身が変化してゆくという事です。 

このテーマを受け、ＲＩ2720地区 永田ガバナーの

地区スローガンは、「ロータリーを奨励し、ロー

タリーを楽しもう」です。「ロータリーを奨励す

る」とは、2016年４月の規定審議会決議により、

ＲＩは、ダイナミックな転換点にありますが、本

来の目的、基本は、不変である事を自覚し、クラ

ブの活性化の方法を共に探していこうという事で

す。 「ロータリーを楽しもう」とは、ロータリア

ンが、ロータリーの意図を理解し、クラブが活性

化すれば、自ずと、「楽しいロータリークラブ」

となり、それこそが、「ロータリーを楽しもう」

という事です。 この ＲＩテーマや地区スローガ

ンをもとに、今年度 クラブスローガンを「節目を

超えて進化（より良き変化）を促す」とさせて頂

きました。「節目」とは、まず、当クラブに取ま

して、先日の60周年です。皆様方全員（ロータア

クトクラブ含）の力を結集して、すばらしい成果

を得たものと確信しております。 

  次に規定審議会の決議による定款の変更です。

細則でクラブ独自の運用は可能ですが、大きな流

Ｐ１    

Ｐ２                  

Ｐ３～４             

       

     

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

  点鐘   会長の時間 

  幹事報告、名誉会員挨拶、出席率報告 

    寄付の申し出、結婚誕生祝い 

    ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

  点鐘    ～新旧理事役員歓送迎会～      

                              本日の進行 



れの変化には、対応してゆかなければなりません。 

  本日は、新旧理事役員歓送迎会の為、当クラブの

進化（より良き変化）に於きましては、次回以降の

例会で、お話させて頂きますが、本年度は、当地区

内で他のクラブの周年事業（6クラブ）が開催予定と

なっております。当クラブ60周年に訪れて頂いた多

くのロータリアンの皆様の友情に報いるべく、多く

の皆様と答礼に伺いたいと思います。 

  各種事業、各委員会活動等、伝統を継承しつつ

も、現状認識を新たにし、「より良き変化」を求め

て、進めてまいります。基本は全員参加、「入りて

学び、出でて奉仕せよ」の実践です。「奉仕の理

念」を掲げ、活動を通じて、リーダーたる人材の育

成をはかり、クラブ価値の向上に努めてまいりま

す。一年間宜しく御願い申し上げます。 

 

 

                                   

                     幹事 石蔵尚之 
 
（理事会の承認事項） 

1号議案 地区出向役員及び副幹事の 

         理事会オブザーバー出席の件 

2号議案 人吉ロータリークラブ定款変更に伴う細則 

        の変更の件 

3号議案 委員会表（組織図）変更の件 
「会員組織増強」を「会員増強」、｢クラブ広報」を「公

共イメージ」とする。新たに「キッチンカー管理運営委員

会」を設ける。 

4号議案 例会時間及び場所変更の件 

  7月7日 新旧役員理事歓送迎会 例会18時30分より 

 8月18日 納涼家族会 例会18時30分よりとする。 

 10月6日 月見例会 例会18時30分より、場所変更ひ 

         まわり亭とする。 

10月27日 早朝例会 例会6時より、場所変更人吉城 

         跡ふるさと歴史の広場とする。 

12月15日 忘年会 例会18時30分よりとする。 

 1月12日 新年会 例会18時30分よりとする。 

 2月23日 職場訪問 例会場所変更（未定）とする。 

 3月30日 花見例会 例会18時30分より、場所変更  

         石亭の館とする。 

  6月1日 賀寿会 例会18時30分よりとする。 

5号議案 クラブ協議会開催日程の件 

 3回（7月14・21日、1月19・26日、6月15・22日） 

  とする。 

6号議案 ガバナー公式訪問日程の件 

  9月29日(金)とし16時～17時(ガバナー面談）、 

  17時～18時(例会・ガバナーアドレス)、 

    18時～20時（懇親会）とする。 

7号議案 例会休会及び取り止め日程の件 

        （定款第8条第1節C） 

 祝日に伴う取り止め 

 8月11日・9月22日・11月3日・1月5日・2月16日 

  5月4日 の計6回とする。 

 年4回取り止め  

  12月29日・3月2日・3月16日・6月8日の4回とする 

8号議案 名誉会員の件 

     原田英一氏 高嶋康二氏 の2名とする。 

9号議案 出席免除会員 継続の件 

       増田力会員・愛甲康会員・釜田元嘉会員 

         齊藤日早子会員 の4名とする。 

10号議案 メークアップ適用の件 

 家庭集会及び次年度委員会の各々2回まで。 

  ﾛｰﾀｰｱｸﾄ例会その他理事会で承認した行事とす

る。 

11号議案 あゆの里 例会食事代の件 

  和洋食1,600円(税込)、カレー1,000円(税込)で 

    契約する。 

12号議案 100万ドル食事の件  

       月2回をめどに実施する。 

13号議案 ビジター費の件 

 1名 2,000円とし、ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は対象外 

  とする。 

14号議案 セミナー・地区行事・周年行事参加の旅 

         費の件 

   車代（燃料代：大分1万円 熊本5千円） 

   高速代は実費とする。バスをチャーターする場 

    合は運転手も業者を手配する。 

15号議案 ローターアクトクラブの助成金の件 

     年間40万円とする。 

16号議案 事務局員給与の件 

     前年度と同様とする。 

17号議案 ロータリー財団への普通寄付の件 

       1人150ドルを目標とする。 

         会員より40ドル/年、新会員20ドル/年。 

18号議案 米山奨学会への普通寄付の件 

  1人6千円に対し会員より4千円負担、不足分を 

    100万ドルの食事より支出する。特別寄付を合 

    わせ 1人平均15,000円を目標とする。 

19号議案 5大親睦行事負担金の件 

  参加者より3,000円の負担をお願いする。 

  月見例会・花見例会の会費については随時別途 

    に取り決める。 

20号議案 例会時の服装の件 

  ｽｰﾂ・ﾈｸﾀｲ着用の場合は事前に連絡する。 

21号議案 各団体後援依頼の件 

 人吉市暴力追放協議会年会費 10,000円 

 人吉球磨総合美展：ロータリー賞として 10,000円 

 犯罪被害者支援センター賛助会員費 20,000円 

 人吉お城まつり協賛金 20,000円 

 人吉市民ゴルフ大会広告及び協賛金 20,800円 

 人吉球磨の民謡全国選手権大会協賛金 10,000円 

 人吉市国際交流協会年会費 10,000円 

 青井阿蘇神社おくんち祭り協賛金 10,000円 

 ひとよし春風マラソン大会抽選会商品提供5,000円 

 球磨川音楽祭 名義後援 

22号議案 夏のクリーン人吉早朝清掃をメークアッ 

         プとする件 

 花火大会翌日の8月16日6:00～7:00（ふるさと歴 

  史の広場）延期の場合は8月26日 

23号議案 会員名簿提出の件 

 青井阿蘇神社期成会より依頼（国宝記念館建設に 

  あたり募金の依頼書発送のため）  

（報告事項） 

《RI分担金について》 

 人頭分担金：１人あたり60ドル  
             (前期30ドル 後期30ドル） 

 規定審議会分担金:1人あたり1.5ドル（前期のみ） 

《2720地区 会員負担金について》 



 地区運営分担金 8,100円（前･後期とも4,050円） 

 地区事務所維持分担金 4,000円 
                        （前･後期とも2,000円） 

 公共イメージ運営費 600円（前･後期とも300円） 

 地区大会分担金 4,500円（前期のみ） 

 日本青少年交換委員会分担金 200円 
                        （前後期とも100円） 

 青少年交換分担金 800円（前後期とも400円） 

（連絡事項） 

・ロータリーレート1ドル＝111円  2017.7/1現在 

・ガバナー月信が本年度より配布されません。地 

  区ＨＰにアップされますのでご覧ください。な 

  お、例会時は各テーブルにプリントアウトした 

  ものを一部ずつ用意致します。 

・人吉医療センターより広報誌「翔」が届きまし 

  た。→回覧 

・指宿RCより週報が届きました。→回覧 

・熊本西RCより7月18日の例会取り止めのお知らせ 

  が届きましたので掲示します。 

・八代東RCより親睦例会のため7月21日は午後6時  

  半からの例会変更のお知らせが届きましたので 

  掲示します。 

・人吉中央RC、多良木RC、芦北RC、荒尾RCより新 

  年度役員の挨拶状が届きましたので掲示しま 

  す。 

・第2720地区Japan O.K ロータリーＥクラブより 

  お知らせです。これまで無料となっておりまし 

  たメークアップ料ですが、今後は１回1,000円 

 （税込）となりました。なお、年間会費10,000円 

  のサポート会員になると年度内無料となるよう 

  です。 

・第2720地区より9月2日ホルトホール大分で開催 

  されます管理運営・公共イメージ・会員増強合 

  同セミナーの案内が届いております。初めての 

  試みということです。会長はじめ関係する各委 

  員長に後日、ご案内致します。(8月10日締切)  

・明日８日は、地区広報・青少年奉仕部門合同セ 

  ミナーがアスパル富合で開かれます。井手会 

  長、有馬副会長、渡辺公共イメージ委員長、永 

  尾RA委員長、水野RA副委員長、加登住青少年奉 

  仕副委員長、石蔵の７名で参加して参ります。 

・次週の例会はクラブ協議会です。戦略計画及び 

  管理運営の各委員長におかれましては宜しくお 

  願い致します。 

・各委員会の方針・計画・予算につきましてお忙 

  しい中、ご提出ありがとうございました。同じ 

  く、委員長の皆様に配布致しました月別の年間 

  スケジュールですが、こちらのほうもご記入の 

  うえ、お早めにご提出下さいますよう宜しくお 

  願い致します。なお、本年度の「栞」を作成す 

  るにあたり、皆様の御住所、電話番号など名簿 

  に変更がある場合、幹事までお知らせ下さい。 

 

【名誉会員挨拶】           高嶋康二名誉会員 

 

  皆様こんばんは。新年度おめで

とうございます。今年度も名誉会

員にご推挙いただきありがとうご

ざいます。５月20日の創立60周年

記念は大変お疲れ様でした。祝宴席では多くのパ

ストガバナーの皆様よりお誉めの言葉を頂き感無

量でございました。素晴らしい60周年でございま

した。 

  私は昭和10年生まれでございます。現在もいく

つか役を引き受け毎日を過ごしております。今後

とも何卒宜しくお願いいたします。 

 

     委員長 原田知一郎 

     ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  井手富浩会長より会

長就任記念として、石

蔵尚之幹事より幹事就

任 記 念 と し て、Ｒ 財

団、米山記念奨学会、

人吉ＲＣ奨学基金委員

会へご寄付がありました。 
 
 
【親睦委員会】            委員長 平田フク 

【寄付カード】      ニコニコ箱委員会 武末憲一      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 一年間精一杯頑張ります。宜しくお 

  願い致します。                        

・石蔵幹事 力不足ですが、精一杯井手会長を支 

  えて頑張りますので宜しくお願い致します。 

                                         

・有馬会員 本田節直前会長、葉山直前幹事一年 

  間お世話になりました。ありがとうございまし 

  た。井手会長、石蔵幹事の新年度のスタート誠 

  におめでとうございます。               

・伊久美会員 井手、石蔵年度のスタートの年度 

  を迎えました。前途の安泰を祈念致します。 

                                         

・浦田会員 井手年度の門出を祝して。     

・渡辺会員 井手会長、いよいよ始まりました 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  70.0％ 

欠 席 者 数 18名  6 / 2 3 出 席 率 81.36％ 

出 席 者 数 41名 補 填 数 5名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 89.83％ 

＊届け出欠席   青木･葉山･堀川･川越･小林清･丸尾･宮﨑･村田     

         村山･内藤･中川･中村･岡･尾上･新掘･竹長･友永･外山      

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤（出席） 

＊メークアップ 

   6/13.16 次年度委員会；馬氷・和田・新掘・丸尾・加登住 

７月の誕生祝い  

 北 昌二郎会員 10日    

 増田 力会員  23日   

 鳥井正徳会員    23日  

 齊藤日早子会員 27日  



  ね！石蔵幹事と一年間頑張って下さい。   

・原田会員 井手会長、石蔵幹事一年間宜しくお 

  願いします。                           

・武末会員 本田直前会長、石蔵直前幹事、創立 

  60周年、60年度事業大変お疲れ様でした。 

・有村会員 本田会長、葉山幹事、片岡ガバナー 

  補佐、中川実行委員長、一年間御苦労様でし 

  た。井手会長、石蔵幹事の舟出をお祝いしま 

  す。                                   

・板井会員 井手年度の舟出おめでとうございま 

  す。                                   

・延岡会員 井手・石蔵丸の出航をお祝いしま 

  す。                                   

・戸髙会員 ニコニコ箱委員会を一年間宜しくお 

  願いします。                           

〈Ｒ財団委員会〉 
・北会員 この度、大賀代表理事よりバトンを受 

  け、一般社団法人人吉温泉観光協会の代表理事 

  に就任させて頂きました。就任までの道は険し 

  く有村会長、本田直前会長、大賀さん、本当に 

  お世話になりました。そしてロータリーメン 

  バーの皆様、今後とも宜しくお願い致します。 

  最後に、今年度国際奉仕委員長として頑張りま 

  す。重ねてお願い申し上げます。        

〈米山記念奨学委員会〉 
・宮原会員 井手・石蔵丸の舟出を祝して。 

・片岡会員 ガバナー補佐の重責の一年間が無事 

  終了できました。皆様にはたいへんお世話にな 

  りました。本田会長、葉山幹事たいへんお疲れ 

  様でした。                             

・本田会員 高嶋名誉会員には６０周年でも大変 

  お世話になりました。心よりご来訪を歓迎致し 

  ます。井手会長、石蔵幹事の舟出を心よりお慶 

  び申し上げます。                       

・馬氷会員 井手会長の新体制のもと、益々の人 

  吉ロータリークラブの発展を記念します。 

・中島会員 本田・葉山年度お疲れ様でした。井 

  手・石蔵年度の船出を祝います。         

・和田会員 井手さん、石蔵さん、一年間頑張っ 

  て下さい。                             

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 
・山田会員 井手会長、石蔵幹事、理事の皆様、 

  一年間ご苦労様です。楽しいロータリー活動を 

  期待します。                           

・鳥井会員 井手会長、石蔵幹事のスタートを心 

  から歓迎します。健康第一にがんばってくださ 

  い。                                   

・堤脩会員 井手会長・石蔵幹事年度の門出をお 

  祝い申し上げます。                     

・人吉ＲＣゴルフ愛好会 6月ゴルフ会のワンオン 

  チャリティーで集まりました。寄附いたしま 

  す。                                   

・延岡会員 ニコニコカードと同文        

 

        

         点 鐘  井手富浩 会長 

 
 

          新旧理事役員歓送迎会 
                    進行：親睦委員長 平田フク 

 

◇井手会長挨拶 

 

◇前年度理事・役員へ感謝の言葉 

 

◇本田直前会長へ花束と記念品贈呈 

◇新年度理事・役員の紹介 

◇乾杯 

   伊久美パスト会長 

 

 

 

 

 

 

◇人吉ＲＡＣ新年度役員・メンバー紹介 

◇人吉ＲＡＣ久保山慧美会長挨拶 

◇手に手をつないで 

 

◇閉会  

   有馬宏昭副会長 


