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       会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは、台風18

号の急な転進により、週末

から来週頭にかけて、大荒

れの天気になりそうです。9

月の第1例会に来訪頂きまし

通 算 2 9 5 4 回 
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第 １ ０ 回 例 会 

た宇土ＲＣ 作守順子 地区研修委員会副委員

長の計画されておりました地区震災復興イベ

ント（9／16～9／18）も来年7月に延期となり

ました。また、郡市で開催されます、県民体

育祭にも大きな影響がでそうですが、大型で

強い台風ですので、最悪のコース（直撃）を

とった場合、雨、風共に非常に激しくなりま

す。会員の皆様方には充分な備えを御願い致

します。 

  さて、本日来訪して頂きました 米山奨学生

の王辰寧さんですが、現在、大学院の卒論提

出前、また、来月の米山月間では地区内奨学

生卓話の準備等、多忙な日々を送られている

ことと思いますが、モモちゃんは、今年度奨

学生の中でもトップクラス、当クラブが誇れ

る優秀な奨学生です。当クラブも モモちゃん

が誇れる様な地区内トップクラスのクラブと

なる様な「より良き変化」を重ねて、クラブ

価値を高めてまいりましょう。 

  さて、今月は「基本的教育と識学率向上月

間」及び「ロータリーの友月間」です。 

  向上月間については、先週 渡辺パスト会長

に御案内頂きました「輝く瞳に会いに行こ

う」全国大会（10／8）ですが、過去、現在、

そして未来に向けて、この活動の輪が、全国

に大きく広がっていく事は、国際ロータリー

にとっても大きな国際奉献事業の一つではな

いかと思います。是非多くの会員の皆様の御

参加をお願い致します。 

  また、「ロータリーの友月間」では、本日

漆野雑誌委員会委員長に友の紹介をして頂き

ますが、本年度はレジメを準備したりと「よ

り良き変化」も加えて頂いております。 

  ロータリーの友の購読は、ロータリアンの

義務の一つです。これを通してロータリーの

理念や、ロータリーに関しての情報収集に努

め、新しい事業やクラブの活性化に利用し、

クラブ価値を高めてまいりましょう。 
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 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、会務報告 

  米山奨学生証明書・９月奨学金の授与 

  Rの友月間卓話・Rの友紹介 漆野委員長 

  人吉RC戦略計画委員会担当例会     

  ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ   

                              本日の進行 



  また、後半は、戦略計画委員会担当例会で

す。 

  本年度 永田ガバナーは「クラブのサポート

と強化」の為、戦略計画委員会の設置と3年後

の中期計画の策定を求めておられますが、有馬

委員長には、地区内でクラブ会員数、暦年数、

様々に違う中、人吉ＲＣとして、中期計画策定

のため、クラブ価値向上、クラブの活性化に向

けての意見収集、提言まとめを御願いしており

ます。 

  先の地区合同セミナーでも、クラブの活性化

に関するグループデｲスカションがありました

が、ＬＩＮＥの活用、同好会、趣味（ゴルフ、

野球、コーラス、写真等）の会、100％出席例

会の達成、少人数クラブでのガバナー輩出、ス

マイル重視の例会、ロータリーの名刺と会社の

名刺の同一化、出席報告ではなく欠席報告等、

様々なクラブ活性化プランが報告されました

が、やはり、例会の出席率アップ、例会の活性

化が一番重要な事ではないでしょうか。 

  本日は例会の活性化をメインテーマにグルー

プデｲスカションをして頂きますが会員の皆様

の様々な御意見、提案を宜しく御願い致しま

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） 

・明日からの熊本・大分地震支援プロジェクト 

  「わくわく元気キャンプ」は、台風１８号接 

  近のため中止となりました。 

・同じく、財団、米山記念奨学の合同セミナー 

  が明日、宇城市小川町で開催される予定でし 

  たが中止となりました。 

・各種ご案内の確認です。９月２９日のガバ 

  ナー公式訪問例会、１０月８日の「輝く瞳に 

  会いに行こう」全国大会のご返信がまだの方 

  はお早めにお知らせ下さい。 

・青井阿蘇神社より秋季例大祭の献幣式の案内 

  が届きましたので会長にお渡しします。 

・１１月３日開催予定の「人吉オープンゴルフ 

  大会」実行委員会開催の案内が届きましたの 

  で会長にお渡しします。 

・去る８月に開催されました球磨川音楽祭の後 

  援に対するお礼状が届きました。 

・八代RCより週報が届きました。→回覧 

・熊本西RCより例会変更・取り止めのお知らせ 

  が届きました。→掲示 

・次週、２２日の例会はございません。なお、 

  その次の週の２９日は、ガバナー公式訪問例 

  会となっており、午後５時点鍾ですのでくれ 

  ぐれもお間違いのないようお願い致します。 

      

 

    委員長  原田知一郎 

 

 
 
【米山記念奨学委員会】 

・米山奨学生蔡さんお礼状紹介 

       カウンセラー 本田 節 
  
 
 
 
・米山奨学生証明書の授与   委員長 宮原和広 

   

                        王 辰寧さん 

  先月は納涼家族会に参加して、カウンセラー

の本田さんから素敵な浴衣と大好物のものを頂

いただけでなく、本田さんから、地域づくりに

貢献したいという素晴らしい人生観をうかが

え、私を自分の娘のように接してくださり、あ

りがとうございました。 

  人吉ロータリークラブに入って、あっという

間に半年が経ちました。カウンセラーの本田さ

んと宮原さんをはじめ会員の皆様に大変お世話

になりありがとうございます。 

  学業の報告ですが、博士論文の原稿は最後の

調整に入っています。あと各種書類の準備をし

ています。最後に就職活動の報告です。履歴書

会   員   数   66名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  84.13％ 

欠 席 者 数 10名  9 / 1 出 席 率 79.37％ 

出 席 者 数 52名 補 填 数 4名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 85.71％ 

＊届け出欠席  外山・渡辺・和田・宮﨑・村山・岩下・戸髙・尾上 

              中村・小林清  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席），釜田, 齊藤 

＊メークアップ  8/26 クリーン人吉；山田  

                8/30 会員増強･職業奉仕家庭集会 

                     小林祐・板﨑・岩井 

        2017学年度  米山奨学生 

        王辰寧さん ９月奨学金支給 



と書類の準備は終わり、現在インターネット

で就職活動の情報を集めている段階です。 

  これからも博士論文と就活を頑張ります。

宜しくお願いします。 

 

【社会奉仕委員会】    委員長 下田文仁 

  委員会では、11月12日に

チャレンジカップ陸上競技大

会第３回目を多良木町グラン

ドで開くために延岡副委員長

指示のもと準備を進めており

ます。昨日行われた第６グループ会長幹事会

において、第６グループより全面的な協力を

いただくことになりました。 

  早速ですが、例会後に委員会を開きます。

案内状郵送準備もありますので委員の方は

残って作業を宜しくお願いします。 

 

【雑誌委員会】     紹介者：漆野智康委員長 
       
            
              ロータリーの友９月号の紹介ロータリーの友９月号の紹介ロータリーの友９月号の紹介   

   

 ９月は、基本教育と識字率

向上月間・ロータリーの友月

間です。 

 

 

横組み 

８ページから【ロータリー雑誌の仲間たち】 

 31の地域雑誌と公式雑誌である「The Rotar-

ian」の表紙が飾られています。発行間隔は毎

月発行、隔月発行等地域により差がありま

す。 

 日本の「ロータリーの友」は発行部数

95,500冊でインドの97,000冊に次ぎ２番目の

多さ 言語からいうと1番多い。 

ロータリーの友は、1953年（昭和28年）1月創

刊 今年創刊64年となります。名づけ親は岐

阜RCの遠藤健三氏で「主婦の友」からヒント

を得られています。 
 
13ページ  

 特集記事 【ようこそ日本（NIPPON）へ】 

日本は今後大幅な人口増が予測されていま

す。⇒働き手の確保を外国人へ  

在住者支援を行う能代RC・広島西南RC・秦野

RC 
 
20ページから RI指定記事 

【The capital of nice（素敵な首都）】 

 ～温かいおもてなし～ 
 
48ページ New Generation 

（ロータリーに関わる若い人を紹介） 

  2016-2017年度第2720地区 

 ローターアクト代表 吉野孝太郎さん  

 25歳で不動産仲介業を起業→将来の夢 
 
縦組み 

19ページ 卓話の泉より 

リスクマネジメント 

事故原因の多くは①設備・機械的要因 ②管

理的要因 ③環境的要因 ④人的要因に分類さ

れます。 

→ ハインリッヒの法則 1：29：300 
 
ROTARY柳壇より 

歯ブラシが林になった洗面所 

 大阪・堺RC 大澤德平氏 

妻という安全地帯から跳べぬ  

 大阪西 鴨谷留美子氏 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 

 

                          委員長 有馬宏昭 

   皆さんこんにちは、戦略計画

委員長の有馬です。井手会長か

ら仰せつかりました委員長職で

す。責任の重さを感じていま

す。 

  ロータリークラブ会長の任期は１年ですの

で、多少無理をしてでも、集中して任期を務

めることができます。しかしながら、５年

後、１０年後のクラブの将来を考えること

は、出来にくいと思われます。 

  そこで、人吉クラブがより良く、これから

も活性化し永続的に成長発展していくために

は、長期的視野に立ったビジョンを考え持つ

ことが必要と考えます。 

  現在会社を経営しておりますわたくしが大

切にしていることは、 

「社員が生き生きと仕事できること」「社会

に役立つ仕事をしていくことで、会社が継続

に存続していけることです」ロータリークラ

ブに対しましても同じように考えていまして

「例会を楽しみに会員が来ていただくこと」

「ロータリークラブが将来も存続していくこ

と」です。 

  ご案内のとおり、現在の人吉クラブの平均

年齢は６３歳です。１０年後の将来を考えま

すとロータリークラブが存続していくために

は、会員の増強は必須のことと思います。会

員の増強で説得力があるのは、現会員からの

紹介です。現会員の皆様が、新会員を紹介す

るにあたっては、自分が所属するクラブがい

いクラブであると思わないことには、そもそ

も紹介も上がりません。 

  今回の例会を担当するにあたり、何をディ

スカッションするか、限られる時間の中で一



番大切であると考え「来週も来るのが楽しみだ

と思っていただく例会にするためには、どうい

う例会であればいいか」という例会の充実活性

化をテーマにしました。会員の皆さんから建設

的なご意見、ご要望を伺い提言書にまとめたい

と思います。 

（質問） 

・例会内容について 

  卓話者の希望 

  希望の話題 

  これまで印象的な例会や思い出に残っている 

  例会は？     

 

・運営について 

  例会開催日時について 

  現状のままでいいのか 

  移動例会、夕方の開催など 

  食事について 

  席次について  

 

 

 

 

 

【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 板﨑会員、新会員卓話ありがとう 

  ございました。山本会員もうすぐですよ、 

  準備をおねがい致します。          

・石蔵幹事 板﨑会員、入会早々に卓話をあり 

  がとうございました。おじいちゃんには驚 

  かされました。                    

・後藤会員 板﨑会員、新会員卓話ありがとう 

  ございました。ご苦労さまでした。  

・延岡会員 板﨑君、卓話お疲れ様でした。孫 

  の話しの時が一番の笑顔でした。今度は法 

  人会の入会届をお持ちします。      

・戸髙会員 職業奉仕のため早退します。 

  板﨑君楽しい卓話ありがとう。      

 

          点 鐘  井手富浩 会長 

   

 

 
       ロータリーの友関連資料のご紹介 

 

『ROTARY 世界と日本』 

 

クラブや地区で広報への関心が

高まってきていますが、広報の

ために使える冊子がほしいとい

う声にお応えして、2008年 8

月、広報誌『ROTARY 世界と日

本』を創刊、2009年以降は、毎

年8月に改訂しています。A5判

20ページの小冊子で、1セット

（10冊）で本体価格500円＋消

費税（送料別）です。クラブや

地区で開催する公開講座、スポーツ大会、地域で

のイベントなどの際に、ロータリアンでない人々

に配ってロータリーのことを知ってもらうツール

としてご利用ください。  

 

『ROTARY あなたも新しい風に』  

 

2009年8月、「新会員勧誘用」

として、『ROTARY あなたも新

しい風に』を創刊しました。そ

の後、毎年8月に改訂していま

す。奉仕活動だけでなく、例会

や親睦などについて紹介した項

目もあります。B5判16ページの

小冊子で、1セット（5冊）で、

本体価格400円＋消費税（送料

別）です。広報誌『ROTARY 世

界と日本』と一緒に、会員候補者または新会員に

お渡しいただければ、短時間でロータリーの概要

を理解してもらうことができます。  
 
                        2017 Rの友紹介より 


