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       会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは。まずは、来訪者の御紹介を致

します。本日は、本当にうれしい、なつかしい来

訪者が来てくれています。元当クラブの米山奨学

生 ベトナム出身のブ・ゴク・チェン君です。数年

ぶりにたずねてくれました。後程、その後につい

て、彼のカウンセラーをして頂きました片岡パス

ト会長の御紹介と共に挨拶して頂きます。続けて

会長の時間とさせて頂きますが、ロータリーの米

山記念奨学会について御話しさせて頂きます。 

  まずは、ブ・ゴク・チェン君ですが、当クラブ

が初めて世話クラブとなり、受け入れさせて頂い

た奨学生です。2011～2012年 宮原会長年度の４月

に片岡パスト会長にカウンセラーを引き受けて頂

き、くしくも5/25人吉ＲＣ創立記念日に初来訪さ
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れ、その後、2012～2013年度 山賀会長年度に引き

継がれました。そして、その後、チェン君の指導

教諭を務められた崇城大学・工学部 西村教授との

御縁もあり、母国 ベトナムの古都 フエ市の小学

校に、パソコン、プロジェクター等を送る「ベト

ナム情報機器支援事業」を実施し、国際奉仕、国

際貢献の一環として、両国間の親善友好の一助と

する事ができました。 

  現在、二人目の奨学生として、王 辰寧（モモ

ちゃん）さんを宮原、本田両カウンセラーのお御

世話の元、受け入れておりますが、先週11/24(金)

カウンセラー・奨学生報告会がメルパルク熊本で

開催されました。詳しい報告は、来週以降カウン

セラーよりあると思いますが、カウンセラーと奨

学生が別々の部屋に分れ、カウンセラーが奨学生

について、奨学生が、そのクラブ、カウンセラー

について、それぞれが忌憚のない意見を述べあ

う、有意義な意見交換会となりました。その後の

懇親会でも、世話クラブ同士、奨学生同士、そし

て、他クラブの奨学生との様々な会話の中で、今

日来てくれているチェン君の事を多良木ＲＣの奨

学生 ファン・ドク・ホアン君が、後輩としてうれ

しそうに話してくれたり、当クラブの新年会に王 

辰寧（モモちゃん）さん、熊本菊南の郭 暁萌（モ

エちゃん）さん、八代東の蔡 宜墐（キンキンちゃ

ん）さんが、カウンセラーと共に来てくれる事が

決まったり、米山奨学生とロータリアンとの親密

な交流は、各クラブの活性化につながる事だと思

います。50周年を迎えた米山記念奨学会は、その

歴史、規模もさることながら、その一番の特筆さ

れるべきすばらしい点は、カウンセラー制度にあ

ると思います。ロータリーの奉仕の理念の元、

ロータリアンと奨学生が、お互いにその信頼関係

を深め、自分の子や孫に接する様に、やさしく、

時には、叱咤激励し、多くの周りの人たちに良い

影響を与えながら、共に成長し、例えば、今日の

チェン君の様に、その関係を維持して行く事が、

ロータリアンにとっても、クラブにとっても、地

区にとっても、ひいては、国にとっても世界に

とっても有意義な事だと思っております。会員の

皆様にも引き続き、米山記念奨学会への御寄付を

宜しく御願い致します。 
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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

  会長の時間 

  幹事報告、出席率報告、会務報告 

  寄付の申し出、 ﾌﾞ･ｺﾞｸ･ﾁｪﾝ君 紹介 

  結婚・誕生祝い  

  2017-18 年度 年次総会 

  ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ  

   

                              本日の進行 



       幹事  石蔵尚之 

 
 
（理事会承認事項） 

・熊本・大分地震復興支援事業「ジョイントコン 

  サート」について名義後援を承認しました。 

  NPO法人西臼杵教育振興連合会の主催により来年1

月28日に人吉CPで開催されます。オーケストラ奏者

のトッププロと人吉一中吹奏楽部など地元との音楽

交流も企画されています。回覧しておりますのでご

覧ください。 

・青少年奉仕委員会事業の音楽を通した「心の豊か

さ」プロジェクト(12月15日人吉一中）について、ク

ラシック奏者への謝礼など含み約３万円の予算増額

を承認しました。 

（連絡事項） 

・12月のロータリーレート114円から112円。 

・来年２月のつなぎ文化センター主催オーケストラ 

  演奏会のご案内が届きました。→配布 

・来年６月にカナダトロントで開催される国際大会 

  のご案内が届きました。→回覧 

・人吉市上青井町の国道445号に計画されております 

  上空通路建設計画に対する反対署名活動が青井阿 

  蘇神社及び奉賛会、人吉商工会議所の代表者連名 

  で行われております。広く郡市民にお呼びかけを 

  されており、署名用紙が届いております。→回覧 

・人吉医療センター広報誌「翔」 →回覧 

・例会変更と取り止め 

  八代東RC 12/21 忘年会の為18:00～「ｲﾙ・ﾌｧｰﾛ」 

           12/28 取り止め 

  熊本中央RC 12/29 取り止め、 

           1/5 熊本市域合同例会 熊本ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 

・12月3日キッチンカー事業を実施いたします。 

  ご都合のつく方はご協力をお願いします。 

・人吉ＲＣ例会；12/15は忘年会、12/22今年最後の 

  例会、12/29、1/5は 例会取り止め、1/12新年会と 

  なっております。 

 

     委員長  原田知一郎 

 

 

【キッチンカー運営委員会】 委員長 本田 節                        

       １２月 復興交流会案内 

        実施日；1２月３日（日） 

        場  所；阿蘇西原村 仮設住宅  
     
  キッチンカー運営委員会からご案内です。12月の

キッチンカーは熊本菊南ＲＣのお誘いを受け、西原

村仮設住宅で行なわれる餅つき交流会の会場へ向か

います。今回は須恵小学校の子どもたちも一緒に交

流します。会員・家族の協力を宜しくお願いしま

す。 

 

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  有村隆徳会員より、「新しい温泉 掘削を記念し

て」、「日本旅館協会熊本支部長、ＪＴＢ観光ネッ

トワーク推進協議会熊本地区会長の無事退任を感謝

して」Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金

へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✱チェン君ようこそ！✱ 

      元米山奨学生 ブ・ゴク・チェン君紹介 

                                 片岡啓一会員 

  本日ご紹介するブ・ゴク・チェン君

は2012学年度米山奨学生です。宮原会

長年度2013年4月～山賀会長年度2014年

3月の一年間、崇城大学学生だったベト

ナム出身チェン君を世話クラブとして

引き受け、私は彼のカウンセラー役を

仰せつかりました。卒業してから５年、現在30歳、

結婚して女の子が生まれ、仕事も順調だそうです。 

本日は日本とベトナムの懸け橋となって活躍してい

るチェン君の話を皆さんに聞いて頂きたいと思いま

す。 

     ブ・ゴク・チェン君 

  お世話になった人吉ロータリーの皆

さんにご挨拶に来ました。現在は、ベ

トナムの人たちに日本語を教える仕

事、自転車部品を作る工場をしていま

す。いつか日本で販売したいと思って

いますので宜しくお願いします。本日

はありがとうございます。 

 

【親睦委員会】                委員長 平田フク 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  77.78％ 

欠 席 者 数 14名  1 1 / 1 7 例 会 75.81％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数 1名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 77.42％ 

＊届け出欠席   板﨑・馬氷・竹長・宮﨑・宮原・堤正・中村 

               板井・大久保・山本・尾上・岩下・渕田・外山 

出席免除会員(b) 愛甲(出席），釜田 

＊メークアップ 11/2  えびのＲＣ；中川  

１２月の結婚記念祝い 

      葉山稔洋 会員  1日     伊久美寛志会員  3日 

      友永和宏 会員  4日  

１２月の誕生祝い  

       小林清市 会員    9日     浦田繁喜 会員   11日 

       青木一幸 会員   21日     内藤靖雄 会員   21日 

       竹長一幸 会員   26日     山田仁法 会員   29日 

 

 



議長 井手富浩会長 

 ただ今より2017～2018年度年次総会を開催いたし

ます。人吉ＲＣ細則により私が議長となり会を進め

させていただきます。定足数については本日の出席

数49名で細則に規定している通り総会は成立いたし

ます。 

 本日の議案は、第1号議案として「次々年度会長

承認の件」、第２号議案として「次年度理事・役員

指名の件」を上程いたします。 

 それでは、第１号議案次々年度会長承認の件で

す。11月24日の例会において指名委員会の伊久美寛

志委員長にご報告を頂きました通り、水野虎彦会員

を指名して頂きました。 

 指名の通り水野虎彦会員を次々年度人吉ロータ

リークラブ会長に決定することに異議はございませ

んか。 

    （全員拍手で承認）  

 御承認ありがとうございます。 

  それでは水野虎彦会員、次々年度会長承諾のご挨

拶と幹事の指名をお願いいたします。 

 

               会長ノミニ― 水野虎彦 

  脂汗なのか冷や汗なのかわかりませ

んが、この様な大役を仰せつかり、そ

の任の重さに身が押し潰されそうな不

安と、身の引き締まる思いでございま

す。引き締まったり、押し潰された

り、この身が大変なことになっており

ます。 

  11月24日の例会に於きまして、指名委員会より会

長ノミニーとしてご指名を頂きました。 

 そしてただ今、本年次総会に於いて皆様にご承認

を賜りました。指名委員会の中でも。賛否あったと

存じますが、まずはご承認頂きましたことに心より

お礼申し上げます。大変光栄に思う反面、恐れと心

許なさを感じております。先週の例会で、いみじく

も指名委員会伊久美委員長は、猛獣のような荒々し

い人間のようにおっしゃいましたが、実は小心者で

リーダーシップメントスキルも欠如した人間でござ

います。しかし「頼まれ事は 試され事」と、もの

の本で読んだことがございます。その思いで無謀に

も、お引き受け申し上げた次第でございます。 

  尚、次々年度 幹事には 青木一幸会員にお願い

することとなりました。 歴年数は７年２ヵ月、幹

事就任時８年８ヶ月で経験も充分。実務能力も抜群

の人財であります。 

  人吉ロータリークラブの６０余年の伝統・品格・

品位・歴代会長の功を落とさぬよう諸先輩のご指導

を仰ぎ、皆様のご協力をお願い申し上げながら青木

君共々同心協力一所懸命務めて参ります。どうか宜

しくお願い申し上げます。 

    

                次々年度幹事 青木一幸                    

  この度、次々年度の幹事を拝命いたしました青木

です。先週の半ばだったでしょうか、水野会員から

携帯に連絡をいただきまして、細事だろうと思い何

気なく電話に出ましたところ、幹事

就任のご要請ということで、正直、

その時は虚を突かれた形となりまし

た。私ではまだまだ力不足ですし、

また自身の仕事との兼ね合いもまま

ならない状況の中、むしろ逆にご迷惑をお掛けす

るのでは、と申し上げたのですが、その後も何度

となくお電話をいただきお誘いをいだだくうち

に、これも何かのご縁なのかなと思うに至りまし

て、私のようなものでお役に立てることがあるの

であれば、ということで幹事の職をお引き受けす

ることとなった次第です。何分、経験不足です

し、加えて、私の干支は昭和３８年の兎というこ

とで、“虎を支えるのが兎”、と何とも心もとな

い感じは否めないわけですが、皆様方のご協力と

ご支援をいただきながら、水野次々年度会長を

しっかり支えていけるよう微力ながら力を尽く

していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお

願いいたします。 

議長    

 続きまして第２号議案にはいります。次年度

理事・役員理事につきまして有馬次年度会長に
発表していただきます。 

 

                   会長エレクト 有馬宏昭 
 
 本日より会長エレクトとなりました

有馬でございます。それでは次年度の

理事・役員を発表させていただきま

す。皆様宜しくお願いいたします。 

 

    会 長       有馬 宏昭 

    副会長       水野 虎彦 

    幹 事       新堀 純子 

    会 計       宮﨑 智弘 

    直前会長           井手 富浩 

    会員増強委員長     本田   節 

    公共イメージ委員長 葉山 稔洋 

    職業奉仕委員長   石蔵 尚之 

    社会奉仕委員長   延岡 研一 

    青少年奉仕委員長  鳥井 正徳 

    国際奉仕委員長   和田 榮司 

    ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長   中川 貴夫 

    理 事       片岡 啓一 

                       議長 

 有馬次年度会長より発表をいただきました皆様の

御承認をお願いします。（全員拍手で承認） 

 ありがとうございました。尚、ＳＡＡ委員長は来

週の例会で発表されることになっております。 

 では、これで年次総会の議長を降りさせていただ

きます。 

    2017－2018年度 年 次 総 会 



【来訪者よりご案内】          人吉温泉観光協会 

      観光カレンダーの案内と購入のお願い            

 

【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〉 

・有馬会員 ○チェンさん御来訪ありがとうござい 

  ます。○有村パスト会長おめでとうございます。 

  ○水野ノミニ―、青木次々年度幹事おめでとうご 

  ざいます。○次年度理事・役員の皆様、お引き受 

  け頂きありがとうございます。            

・渡辺会員 チェン君ようこそ！頑張ってね。水野 

  会長ノミニー、青木次々年度幹事おめでとうござ 

  います。                                

・井手会長 ブ・ゴク・チェン君、御来訪ありがと 

  うございます。本当にうれしくなつかしい思いで 

  す。中島パスト会長、卓話ありがとうございまし 

  た。水野次々年度会長、青木次々年度幹事おめで 

  とうございます。次年度理事役員の皆様宜しくお 

  願い致します。                          

・浦田会員 誕生祝ありがとうございました。水野 

  会員の次々年度会長就任おめでとうございます。 

                                         

・石蔵幹事 有村パスト会長ご受賞おめでとうござ 

  います。水野会長ノミニー、青木次々年度幹事お 

  めでとうございます。有馬会長エレクト、そして 

  有馬年度理事・役員の皆様どうぞ宜しくお願い致 

  します。またチェン君のご来訪を記念してニコニ 

  コします。                              

・葉山会員 有村パスト会長大変お疲れ様でした。 

                                          

・延岡会員 虎ちゃん、次々年度承認おめでとう。 

  汗をかくような時は頭にこなをふらないように気 

  を付けて頑張って下さい。青木君もサポート宜し 

  くお願いします。                        

・新堀会員 皆さんにご迷惑をおかけする事のない 

  よう頑張ります。次年度理事・役員の皆さんよろ 

  しくお願いします。有村パスト会長おめでとうご 

  ざいます。                              

・有村会員 新しい温泉掘削を記念して。日本旅館 

  協会熊本支部長、ＪＴＢ観光ネットワーク推進協 

  議会熊本地区会長の無事退任を感謝して。 

・水野会員 年次総会で会長ノミニーのご承認あり 

  がとうございます。（汗）                

・武末会員 人吉観光カレンダーは、当クラブが最 

  初に起こした事業ですのでぜひ御協力を御願しま 

  す。観光協会の方!!私と愛甲先生が始めたのです 

  よ！                                    

・青木会員 ○幹事にご推挙いただき有難うござい 

  ます。○皆様のご支援とご協力をどうぞ宜しくお 

  願い申し上げます。                      

・中川会員 久し振り（3週間）ぶりに出てまいりま 

  した。メークアップは万全ですが、すみません。 

  チェン君ようこそいらっしゃいました。また来て 

  ね!!                                    

・伊久美会員 有村さん、温泉が新しく湧いたり、 

  県の重要な役職を無事果たされ御苦労さまでし 

  た。                                    

・堤脩会員 ○有村会員の厚生労働大臣表彰受賞お 

  めでとうございます。○水野会長ノミニー就任お 

  めでとうございます。                    

・内藤会員 誕生祝いありがとうございます。 

・友永会員 結婚祝いありがとうございました。 

  29年経ちました。                                             

・山田会員 皆様から誕生を祝っていただきありが 

  とうございました。                      

・愛甲会員 ○先月誕生祝いをいただきました。あ 

  りがとうございました。○水野・青木年度を今か 

  ら期待しています。                      

 

〈Ｒ財委員会〉 

・中川会員 有村パスト会長、厚生労働大臣表彰受 

  賞おめでとうございます。               

・延岡会員 ニコニコカードと同文           

・葉山会員 結婚祝をありがとうございます。32回 

  目となりました。我家では今朝何もアクションが 

  ありませんでした。                      

・浦田会員 ニコニコカードと同文           

・石蔵幹事 ニコニコカードと同文           

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会員 チェン君のご来訪を心より歓迎致しま 

  す。とても嬉しいです。また、会員の皆様12月3 

  日の西原村のキッチンカーでの炊き出しお世話に 

  なります。                              

・片岡会員 チェン君が5年ぶりに里帰り訪問してく 

  れました。5年前より大人になっていい男になっ 

  て嬉しいかぎりです。                    

・山賀会員 チェン君！お帰りなさい。久しぶりに 

  お会いして奨学生時代に比べると随分大人らしく 

  たくましく感じました。これからも身体に気を付 

  けて頑張って下さい。                    

・葉山会員 チェン君久しぶりの来訪歓迎します。   

  （大人びたね、パパ）                    

・延岡会員 ニコニコカードと同文           

・井手会長 ニコニコカードと同文           

・渡辺会員 ニコニコカードと同文           

・有馬会員 ニコニコカードと同文           

・石蔵幹事 ニコニコカードと同文           

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・葉山会員 虎ちゃんとこれから呼べなくなりまし 

  た。次々年度就任お目出とうございます。青木幹 

  事ファイト。有馬年度で理事を快く引き受ける事 

  になりました。                          

・延岡会員 ニコニコカードと同文           

・石蔵幹事 ニコニコカードと同文           

 

 

           点 鐘  井手富浩 会長 

 

 

 

 

※中島Ｒ情報委員長「ロータリー情報委員会卓話」 

  は、次回掲載します。 


