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      会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは、８月最後の例会となりま

した。甲子園の熱闘も終わり、朝晩少しは過

ごしやすくなりましたが、まだまだ残暑が続

きます。体調管理には引き続き充分御注意く

ださい。 

  また、会員の皆様には、先週の納涼家族会

に多数の出席を頂きありがとうございまし

た。御家族、ローターアクト、米山奨学生を

含む総勢107名の参加で、楽しい時間を過ごす

ことができました。企画、進行をして頂きま

した親睦委員会の皆様には感謝申し上げま

す。 

  また、今週月曜日の21日には、「ひまわり

亭」にて、キッチンカー管理運営委員会と本

日の担当である、人吉ＲＣ奨学基金委員会の

合同家庭集会を開いて頂きましたが、おいし

い料理に舌鼓を打ちながらも両委員会共に、

今後の中、長期計画を見据えた、有意義な時

間となりました。ありがとうございました。 

  さて、本日は２つのたいへんうれしい例会

となりました。まず、１つめは、３名の新会

員の入会です。後程、入会式を行いますが、

渕田秀雄さん、板崎幸範さん。山本知枝さ

ん、大歓迎致します。 

  オリエンテーションで「ロータリークラ

ブ」とは との説明を受けられたとは思います

が、私は、ここに人高、球磨工の生徒さん達

がおられますが、社会人として、地域経済人

としての能動的な教育の場、学校だと思って

います。 

  「入りて学び、出でて奉仕せよ」の実践者

として、アクティブなロータリアンになって

頂きたいと思います。 

  ともあれ、現在当クラブは会員63名、平均

年齢、63才ですが、３名の皆様の入会によ

り、クラブ価値が上がり、平均年齢が下がる
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事に素直によろこんでいます。宜しく御願い致

します。 

  ２つめは、当人吉ＲＣ奨学生６名の生徒さん

達の来訪です。 

  後程、お一人ずつお話をして頂きますが、い

つもそのお話に、私達ロータリアンは、自分の

子供、孫達の事も重ね合わせながら、感心した

り、感動したり、希望と元気を頂きながら、そ

の将来にエールを送り続けたいと思っていま

す。 

  人吉ＲＣ奨学基金は、他のロータリークラブ

にはない、人吉ＲＣ独自の青少年奉仕事業であ

り、2015年度より開始され、現在３年目となっ

ておりますが、ロータリー活動の根幹をなす、

「奉仕の理念」を体現しつつ、地域社会の教育

振興の一助となるすばらしい事業だと思いま

す。当初、基金としては、10年程度の制度設計

となっておりますが、現在の運用状況等を鑑

み、年数延長等、発展的な制度変更（より良き

変化）をはかってまいりたいと思います。 

これで、会長の時間を終わります。ありがとう

ございました。 

 

 

 

        幹事  石蔵尚之 

 

（連絡事項） 

・2017～2018年度の栞が出来上がりましたので 

  配布いたします。 

・第６４回人吉球磨総合美展のチラシが届きま 

  した。→各テーブルに配布 

・米山梅吉記念館より館報が届いております。 

  →回覧 

・第２７２０地区より前年度地区資金の決算報 

  告書が届いております。→回覧 

・熊本中央RCより例会取り止め、変更のお知ら 

  せが届いております。→掲示 

・２６日の早朝清掃は午前６時、相良護国神社 

  前にご集合をお願いいたします。 

・２６日は熊本のニュースカイホテルで世界米 

  山学友の集いが開催され、６名の登録です。 

  どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       委員長 原田知一郎 

 

 

【会員増強委員会】       委員長 小林祐介 

  ８月４日例会で皆様に会員増

強アンケートをお願いしまし

た。そして７名の会員から９名

のご紹介をいただきました。会

長、関連委員会と相談しながら

検討していきたいと思います。 

  本日３名のご入会です。今年度の目標を達成

しました。ＲＩ会長方針を受けた地区からの要

望は、女性会員/ 40歳以下の会員の純増１名以

上となっており、本日入会の山本さんは40歳以

下で女性ですので全てクリアです。 

  今後ご紹介をしたい方がいらっしゃいました

らいつでも委員会にお知らせ下さい。宜しくお

願いいたします。 

 

【環境保全委員会】       委員長 浅野 強 

  今夜延期になった花火大会が

実施されます。よって、翌日は

相良護国神社集合で午前６時か

ら清掃作業を行います。多くの

参加を宜しくお願いいたしま

す。 

 

【キッチンカー管理運営委員会】 

                          委員  葉山稔洋 

  ロータリーキッチンカーから

の連絡です。急遽明日ですが益

城の仮設団地へ行ってまいりま

す。地震で崩壊した益城町東無

田八幡神社の改修が終わり、復

興夏祭りをなさるということ

で、そこにキッチンカーも出向いて奉仕をして

きたいと思います。 キッチンカーは基本的に

毎月第２日曜日に活動をするという計画をして

おります。次回からは皆様にお声かけをさせて

いただきますので、どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

会   員   数   66名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  79.37％ 

欠 席 者 数 13名  8 / 1 1 例 会 取 止 め  

出 席 者 数 49名 補 填 数  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率  

＊届け出欠席  新堀・下田・後藤・岩下・中村・内藤・板井 

 大久保・有村・村山・尾上・漆野・和田 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），釜田, 齊藤 

  



 

 

 

 

 

        入 会 式 

 

新会員紹介  

                         推薦者 岩井和彦 

山本 知枝（S56.4.9）36歳 

勤 務 先 なでしこ 

役 職 名 代表  

職業分類 酒場 

 

 憩いの場を経営させていただいております。 

ロータリーのことは何もわかりませんが一生

懸命頑張りますので、皆様どうぞご指導宜し

くお願い申し上げます。 

 

                         推薦者 小林祐介 

板﨑 幸範（S49.3.8）43歳 

勤 務 先（株) 田代産業開発 

役 職 名  代表取締役  

職業分類  土木 

 

 入会の承認をいただきありがとうございま

す。これから皆様と交流を深め、ロータリー活

動に貢献していきたいと思っております。ご指導

よろしくお願いいたします。  

 

 

再入会                   推薦者 小林祐介 

渕田秀雄 （S40.4.7）52歳   

勤 務 先 (福)渕田福祉会 

          山江保育園 

役 職 名 園長  

職業分類 幼児教育 

 ただいま～と言った方がよろしいでしょう

か。３年ほど前に一時退会し、再入会させて

いただくこととなりました。ご迷惑をおかけ

することがあるかもしれませんが、出来る分

は精一杯頑張ってやらせて頂きます。ご指導

宜しくお願いいたします。 

   

バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 井手富浩 

 

 

入会者挨拶      
                      
ロータリー情報委員会  委員長 中島博之 

 人吉ロータリークラブ細則によりますと、

新会員がクラブに早く溶け込めるよう援助す

る会員を指名する事になっています。板﨑会

員と渕田会員は小林祐介会員に、山本会員は

岩井和彦会員にお願いする事に致します。 

 

所属委員会の発表    幹事 石蔵尚之  

 渕田会員（ ＳＡＡ   ・ 社会奉仕 ） 

  板﨑会員（ニコニコ箱・ 職業奉仕 ） 

  山本会員（ニコニコ箱・ローターアクト ） 

 委員会の皆様宜しくお願いいたします。 

  

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

 

           人吉ＲＣ奨学生卓話 

 

                  委員長 鳥井正徳 

 人吉ＲＣ奨学生の球磨工業高校２名・人吉

高校４名、そして２校の奨学金担当の先生に

お出で頂きました。本日は奨学生の皆さんに

卓話をして頂きますが、ロータリーはどんな

ことをしているのか見ていただくために例会

の初めから終わりまでの参加をお願いしてお

ります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 ６名の奨学生に、自己紹介、学校生活、部

活動のようす、将来の希望（進学、職業）を

熱く語っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 丸尾 孜  

〈ニコニコ箱委員会〉 

・渕田秀雄会員 帰ってまいりました。今後と 

  も宜しくご指導ください。            

・板﨑幸範会員 入会させていただきました。 

                                      

・山本知枝会員 入会させて頂き、ありがとう 

  ございました。                      

・外山会員 渕田、板﨑、山本さん、お三方の 

  入会おめでとうございます。頑張ってくださ 

  い。                                

・中島会員 渕田君お帰りなさい待ってまし 

  た。新しく入会されました板﨑幸範さん山本 

  知枝さん、しっかり楽しんで下さい。  

・石蔵幹事 奨学生の皆さん、これからも充実 

  した高校生活を送って下さい。渕田会員、板 

  﨑会員、山本会員のご入会おめでとうござい 

  ます。                              

・伊久美会員 新会員３名の方々を歓迎いたし 

  ます。                              

・葉山会員 人吉高校・球磨工業高校の奨学生 

  の皆様、将来の夢に向かって頑張ってくださ 

  い。新会員の板﨑さん、山本さん、入会おめ 

  でとうございます。渕田君おかえり。  

・井手会長 人吉高校、球磨工業高校の奨学生 

  の皆様、ご来訪ありがとうございます。渕田 

  さん、板﨑さん、山本さん、ご入会おめでと 

  うございます。大歓迎致します。      

・堀川会員 渕田さん、板﨑さん、山本さん、 

  入会おめでとうございます。これからも宜し 

  くお願い致します。横山君、㈱技建日本に入 

  社して下さい。待ってます。          

・渡辺会員 板﨑様、山本様、ご入会おめでと 

  うございます。渕田君おかえり！      

・小林祐介会員 ３人の新会員の皆様、歓迎い 

  たします。楽しくロータリー活動を一緒に過 

  ごしましょう。                      

・山賀会員 新会員の皆様、入会おめでとうご 

  ざいます。                          

・友永会員 会議のため早退致します。   

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 渕田さん、板﨑さん、山本さん、 

  入会おめでとうございます。         

・岩井会員 3名の新会員の皆様、入会歓迎致 

  します。山本会員は、人吉ライオンズ、人 

  吉中央RC、多良木RCのスカウト合戦に勝利 

  し、本日の入会になりました。       

〈米山記念奨学委員会〉 

・山田会員  奨学生の皆様、勉学に頑張って 

  下さい。3名の方の入会おめでとうございま 

  す。これからロータリー生活を楽しんで下 

  さい。                             

・伊久美会員 ニコニコカードと同文    

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・有馬会員 人吉ＲＣ奨学生の皆様、ご来訪あ 

  りがとうございます。高校生活、楽しんで 

  下さい。渕田さん、板﨑さん、山本さん、 

  ご入会おめでとうございます。       

・鳥井会員 人吉ＲＣ奨学生の皆さん、本日は 

  卓話をありがとうございました。夢に向 

  かってしっかりがんばってください。 

・浅野会員 人吉ＲＣ奨学生の皆さん頑張って 

  下さい。応援します。             

・本田会員 三名の新会員の皆様を心より歓迎 

  致します。また、ＲＣ奨学生の皆様の文武 

  両道で頑張っていらっしゃる事を少しでも 

  応援できる事をうれしく思っています。 

                                     

・塚本会員 渕田君、板﨑君、山本さん、ご入 

  会おめでとうございます。今からはお昼も 

  宜しくお願いします。               

・堤脩会員 ①奨学生の皆さん、頑張って下さ 

  い。②渕田会員、板﨑会員、山本会員、ご 

  入会おめでとうございます。         

・片岡会員 新会員の皆様、奨学生の皆様、よ 

  うこそ、歓迎いたします。           

・井手会長 ニコニコカードと同文      

・葉山会員 ニコニコカードと同文      

・堀川会員 ニコニコカードと同文      

 

 

          点 鐘  井手富浩 会長 

   

 

 

 

 

  
   
     米山記念奨学会感謝状贈呈 

          第１回 米山功労者    

            井手 富浩 会員 

  

     Ｒ財団 寄付認証ピンの贈呈 

       マルチプル１ポール･ハリス･フェロー 

          本田  節 会員 
 
       ポール･ハリス･フェロー 

            井手 富浩 会員 


