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      会長 井手富浩 

 

  皆様こんばんは、立秋は

過ぎましたが、まだまだ猛

暑が続いております。御自

愛くださいませ。 

  本日は、米山奨学生が３

名来訪されていますので、

米山記念奨学会と学友会についてお話させて

頂きます。 

  米山記念奨学会は、1967年に財団法人化さ

れ、今年2017年で50周年を迎えます。この50

年で世界125ヶ国より20,000名弱の奨学生を受

入、民間として日本で最大級の奨学団体で

す。今年度も、世界52ヶ国より795名（特別枠

含）を迎え入れております。また、米山学友

会（OB）も国内33会、海外9会（台湾、韓国、

中国、タイ、ネパール、モンゴル、スリラン

カ、マレーシア、ミャンマー）計500名を要し

て、活動されています。 

  その記念事業として、来週８月26日（土）

に「米山学友感謝in熊本」が開催されます。

当クラブからも私を含め５名で参加してまい

ります。 

  また、永田ガバナーは、これまでの米山学

友会から、発展的に地区学友会を発足させる

計画を提案されております。これは、米山学

友会（ＯＢ＋現役）とロータリープログラム

参加経験者（財団留学生、ローターアクト、

インターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換留学

生等）で構成され、ロータリアンとロータ

リーの中核的価値観を共にするロータリー

ファミリーの輪を広げることです。 

  本日は、納涼家族会がひかえていますの

で、会長の時間を終わります。 

ありがとうございました。 
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Ｐ４             

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

  会長の時間 

  幹事報告、出席率報告、来訪者挨拶 

    米山奨学生奨学金授与、人吉ＲＣ細則変更     

    ローターアクト会長挨拶、幹事報告 

    ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ   

    点鐘  ～ 納涼家族会 ～      

                              本日の進行 



         幹事  石蔵尚之 

 

（連絡事項） 

・第2720地区より職業奉仕・社会奉仕・国際奉 

  仕合同フォーラム開催のご案内 

    期日；10月22日(日) 13:00～16:30 

    場所；ホルトホール大分 

  委員長もしくは代理出席を求められておりま 

  すので調整のほど宜しくお願い致します。 

  各委員長にお渡しします。 

・第2720地区より、クラブ例会での職業奉仕体 

  験発表並びにクラブディスカッション開催の 

  依頼が届きました。職業奉仕委員長にお渡し 

  します。 

・日本遺産人吉球磨の民謡全国選手権大会の入 

  場委チケット購入の依頼が実行委員会より届 

  きました。１枚100円です。ご希望の方はSAA 

  にお申し出ください。 

・青井阿蘇神社の総代会・奉賛会合同会議（９ 

  月２日14時半）のご案内が届きましたので会 

  長にお渡しします。 

・米山記念奨学会よりﾊｲﾗｲﾄよねやま209号が届 

  きました。→回覧 

・人吉医療センター広報誌が届きました。 

  →回覧 

・人吉中央RCより、熊本地震の災害支援活動を 

  記録した冊子が届きました。→回覧 

・熊本東、熊本東南、熊本グリーンRCより例会 

  変更（９月７日、ガバナー公式訪問例会）の 

  お知らせが届きました。→掲示板 

 

     委員長 原田知一郎 

【来訪者挨拶】 
 八代東RC 米山カウンセラー 

               安藤 秀徳 様 
 
 皆様こんばんは。お招き頂

きありがとうございます。 

 ７月の米山夏季研修会の懇親

会でお誘い頂き、本日やって

参りました。宜しくお願いします。      

多良木RC 米山カウンセラー 

               高田 洋 様 

 皆様こんばんは。多良木ク

ラブで初めてお世話をするこ

とになりました。ホアン君は

とても素直な好青年です。心

配することもなく多良木奥球磨を気に入ってくれ

ております。人吉観光がまだですので、その折に

は皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

                              王 辰寧さん 

  本日はカウンセラーの本田さんからこんなス

テキな浴衣をいただき納涼祭に参加することが

出来て誠にありがとうございます。 

  ８月３日から13日まで中国に帰国して所属し

ている研究会の国際シンポジウムに参加して、

そして大連の実家で楽しく過ごしました。 

 これから10月中旬まで博士論文を仕上げるよう

頑張っていきます。どうぞ宜しくお願いしま

す。             

 

【臨時総会】 

         人吉ＲＣ細則変更について 

                              会長 井手富浩 

  細則変更の件につきまして、皆様へ資料を10

日前に郵送いたしました。目を通していただい

たと思いますが、「命のロータリーキッチン

カー管理運営委員会を正式に栞に載せ、合わせ

まして管理委員会の規則を決めさせて頂きまし

た。 郵送後、皆様よりご意見を頂き、委員会規

則第４条の一部を変更しましたのでご説明しま

す。 

  それでは、人吉ＲＣ細則変更のご承認をお願

いしたいと思います。 ～拍手で承認～   

ありがとうございました。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  72.13％ 

欠 席 者 数 17名  8 / 4 出 席 率 81.67％ 

出 席 者 数 42名 補 填 数 3名 

免除会員出席者数 2名 修 正 出 席 率 86.67％ 

＊届け出欠席  安達・後藤・堀川・岩下・小林清・馬氷・宮﨑 

村山・内藤・中村・大賀・大久保・戸髙・友永・外山・堤脩・渡辺 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），釜田, 齊藤（出席） 

メークアップ 

 7/28 国際奉仕家庭集会；北 

 8/2 家庭集会； 社会奉仕 延岡、環境保全 浅野  

        2017学年度  米山奨学生 

        王辰寧さん ８月奨学金支給 



【人吉ローターアクトクラブ】 
  
     会長  久保山慧美 

 

日頃からご支援をいただき、心

より御礼申し上げます。 

 また、今年も合同例会、そし

て「納涼家族会」にお招きいた

だきありがとうございます。 

 さて、先日、私・久保山が人

吉RCの例会にMUした際にもご報告しました

が、当クラブは来期の「地区RA研修会」のホ

ストクラブに立候補しております。「地区RA

研修会」とは、RACにおける一年の集大成であ

り、卒業生を見送る重要な地区行事です。今

回、当クラブと熊本北RACが同時に立候補して

いるため、８月20日にプレゼンテーションを

行うこととなりました。人吉での開催が叶う

よう、ベストを尽くしてまいりますので、応

援をよろしくお願い申し上げます。 

 次に、良いニュースのご報告です。今期に

入って、新たに男性２名の入会が決まりまし

た。あいにく本日は仕事のため欠席しており

ますが、素直で元気な２名です。くり返しに

なりますが、当クラブの例会は毎月第2・4木

曜に開催していますので、ぜひMUしていただ

き、会員の顔をご確認いただけますと幸いに

存じます。なお、新入会員の内の一人は、今

期からRA委員長を務めていらっしゃいます永

尾様が、各所へお声掛けいただいたことが

きっかけとなりました。熱心に勧誘活動をし

ていただき、誠にありがとうございます。皆

様におかれましても、やる気のある元気な若

者をご存知の際は、ぜひ当クラブにご紹介い

ただけますと幸いに存じます。 

 最後になりましたが、本日は、人吉RAC一

同、皆様とたくさんお話をして、交流を深め

たいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

    

    幹事  尾方 茜 

 

  人吉ローターアクトクラブ

8/18例会幹事報告です。先ず報

告です。8/5永国寺ゆうれい祭り

にボランティアで５名参加。新

会員も幽霊役で参加しました。 

9/2(土)アクト新人研修会（阿蘇） 

9/3(日）アクトの森清掃活動（〃） 

9/16(土)～18(月）熊本大分地震支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

のキャンプに参加協力します。 

以上です。 

 

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 丸尾 孜      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 米山奨学生サイさん、ホアン君、 

  オウさん、来訪ありがとうございます。楽 

  しんでいってください。             

・石蔵幹事 オウさん、ホアン君、サイさん、 

  そして高田様、安藤様のご来訪を歓迎いた 

  します。                           

【米山記念奨学委員会】      

・八代東RC安藤カウンセラー、キンキンさん  

  今日はお招きいただき、ありがとうござい 

  ました。                           

・多良木RC高田カウンセラー 多良木から参り 

  ました。本日はお世話になります。   

・本田会員（米山ｶｳﾝｾﾗｰ）本日の納涼祭に米 

  山奨学生の三名の皆さんとカウンセラーの 

  ロータリアンのご来訪を心より歓迎致しま 

  す。より深い交流を楽しみにしています。 

                                     

・宮原会員（米山ｶｳﾝｾﾗｰ）八代東ＲＣの安藤 

  カウンセラー、蔡さん、多良木ＲＣの高田 

  カウンセラー、ホアン君、ようこそいらっ 

  しゃいました。                     

・井手会長 ニコニコカードと同文      

 

           点 鐘  井手富浩 会長 

   

 

 

 司会進行：親睦委員会   平田 フク委員長 

               北 昌二郎 委員 

  

会長挨拶  井手富浩会長 

  皆様こんばんは、立秋は過ぎましたが、甲

子園の熱気のごとく、まだまだ猛暑が続いて

おります。御自愛くださいませ。 

  さて、本日は恒例の納涼家族会に会員、御

家族、そしてローターアクト、総勢100名を越

える方々に参加頂き、誠にありがとうござい

ます。 

  また、今日はうれしい来訪者があります。

当クラブの米山奨学生 オウ シンネイ（ニッ

クネームモモちゃん）さん、八代東ＲＣより

奨学生 サイ ギキンさんとカウンセラー安藤

 

 納涼家族会納涼家族会 



秀徳会員、多良木ＲＣより奨学生ファン ドゥ

ク ホアンくんと青少年奉仕委員長 高田 洋 会

員です。奨学生3名の皆様にはこの後、ひと言

ずつ自己紹介頂きますが、ロータリーファミ

リーの輪を広げる御来訪ありがとうございま

す。 

  私は、本田節会長の後を受け、第61代会長に

就任致しました井手富浩です。まずは、御家族

の皆様方には、５月の60周年におきましては、

多大な御協力を頂き、ありがとうございまし

た。おかげ様で、すばらしい大会、成果を上げ

ることができました。 また、日頃ロータリア

ンとして、皆様方のご協力ご理解のもと、ロー

タリー活動ができます事にも重ねまして、御礼

申し上げます。これから家族会を始めますが、

ロータリーファミリーの輪を広げる楽しい一時

をお過ごしください。 

  最後になりましたが、本日企画、協力をして

頂きます、親睦委員会とローターアクトの皆様

方に感謝を申し上げ、挨拶と致します。 

ありがとうございました。 

 

乾 杯   

 伊久美寛志パスト会長  

 

 

 

 ゲームコーナーでは、お菓子釣り、ストラックアウト、
輪投げ、かき氷で楽しく遊びました。他にも じゃんけ

ん大会、利きワイン対決、奥様の手はどれ？ などなど 

たいへん盛り上がりました。 

 

手に手つないで 
 

 

閉会  

有馬宏昭副会長 


