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         〃             2720地区 

                 人吉中央ＲＣ    増田 隆二 様 

 

       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。RI2730地区えびのＲＣ石坂乃里子様

です。当クラブの60周年にも御出席頂きまし

た。もうおひと方は、人吉中央ＲＣ増田 隆二先

生です。先日の増田 力先生の御会葬の御礼にお

いで頂いております。後程、御挨拶を頂きま

す。御来訪ありがとうございます。 

  続けて会長の時間とさせて頂きます、まずは

御報告からです。 

  先日12/2（土）13:00～16:00「くまもと県民

交流会館パレア」で地区職業奉仕セミナーが開

催されました。当クラブより、私と石蔵幹事で
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参加してまいりましたが、ロータリアン２名に

よる職業奉仕の体験講話、報告があり、倉田部

門長より「職業奉仕はロータリーの金看板か」

という演題での御話があり、そして、グループ

ディスカッションへと進んで行きましたが、私

自身にとり、ロータリークラブの「職業奉仕」

という概念は、少し分かりづらい感じを持って

おりました。が、会員相互の親睦と互恵から始

まったロータリーが、「奉仕の理念」の登場に

より、「最も良く奉仕するもの、最も良くむく

われる」から「超我の奉仕」を基本とする考え

方へ発展して行き、「職業奉仕」とは、①奉仕

活動の根幹に自身の職業があること。②自分の

為である職業（利己）が同時に他者への奉仕

（利他）であり、利己と利他の調和をはかるこ

と。③職業倫理は自身の企業が、持続的に発展

するために不可欠であること。④ロータリーの

実践は、その道徳律をいかに自分の事業や所属

する業界に適用するかという実践であること。

等、少しは理解を深める事ができました。 

  次に、12/3(日)は、ＲＣ地区震災復興事業で

あります「命のキッチンカー」で、西原村の仮

設住宅へ、熊本日日新聞社 青年部による「復興

支援もちつき」事業とのコラボで「カツカ

レー」と「ぜんざい」を提供し、また、新米100

袋を仮設住宅の皆様へ届けました。西原村の内

田 安弘副村長にも参加頂き、たいへん喜んで頂

きました。 

  当クラブからは、本田直前会長を筆頭にロー

タリアン５名、会員の奥様５名の参加を頂き、

また、県立大の学生さん達も協力してくれまし

た。また、いつも「キッチンカー」事業に御協

力を頂いております、「ひとくまネット」の皆

様が、須恵小の生徒さん達を引率して来られ、

もちつきや体験学習、そして新米のプレゼン

テーターとしても活躍してくれました。繰り返

しになりますが、月に１度のペースで実施して

おります。この「命のキッチンカー」事業につ

きましては、なるべく早く予定をお知らせ致し

ますので、1度だけでもかまいません、会員の皆
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様、また、奥様方の御協力、御参加を宜しく御願

い申し上げます。 

  さて、本日はこの後有馬エレクトより、次年度

ＳＡＡ委員長の発表をして頂き次年度理事役員が

全て決定されます。そして、人吉ＲＣ戦略計画委

員会（有馬エレクト）担当のクラブフォーラムと

なっております。これは、本年9/15の担当例会

で、「例会の活性化」について、皆様の御意見、

希望を伺いまとめさせて頂いておりますが、今日

は、「委員会の活性化」について、御検討を御願

いします。当クラブには、戦略計画を含めますと

23の委員会がございます。範囲が広く検討すべき

所も雑多ではありますが、それぞれの委員会の事

業について、その持続性、予算、また委員会の

数、または必要性、委員長、副委員長とその委員

の決め方、また、その関り合い方等、切り口はた

くさんございます。前回同様、各テーブルは、年

齢、ロータリー年次の違うメンバー構成となって

おります。全員の皆様の忌憚の無い御意見を宜し

く御願い致します。 

  このフォーラムで集約した御意見は、戦略計画

委員会でさらにご検討頂き、来年４月に予定され

ております。担当例会で提言の形で発表させて頂

きます。その提言が、そのまま、次年度の事業計

画に継がり、また、当クラブの中、長期計画に繁

栄されてまいります。「より良き変化」を目指し

て、皆様方のお力をおかしください。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） 

・来年3月の地区大会のご案内が届きましたので 

  配布します。後日、改めて出欠のご案内を致し 

  ますのでスケジュール調整をお願いします。 

・来年2月18日開催のひとよし温泉春風マラソン 

  大会抽選会商品提供依頼。予算のとおり特別会 

  計より5,000円を支出いたします。 

・人吉新聞社より来年の元日特集号において広告 

  掲載の依頼が参りました。同じく予算のとおり 

  公共イメージ委員会費より30,000円を支出させ 

  ていただきます。 

・指宿RCの週報が届きました。→回覧 

・阿蘇RCより創立50周年記念式典並びに祝賀会出 

  席のお礼状が届きました。→掲示 

・ガバナー月信を各テーブルに配布しております 

  のでご覧ください。 

・例会変更と取り止めのお知らせです。 

  八代東RCより、1/4 取り止め、1/11八代４クラ 

  ブ合同新年会のため18：30～八代ﾎﾜｲﾄﾊﾟﾚｽ、 

  1/25取り止め  →掲示 

・来週の例会は人吉RACとの合同例会・忘年会で 

  す。例会は午後6時半の開会となっております 

  のでお間違いのないようお願い致します。 

・12月は半期締めの月となりますので、会費の納 

  入をお願いいたします。 

     委員長  原田知一郎 

 

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  増田律子様より、｢夫 故増田

力会員の会葬御礼｣として、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご寄付が

ありました。ご次男人吉中央Ｒ

Ｃ増田隆二様よりご挨拶を頂き

ました。 

  

【次年度】 

   ― 2018-2019年度ＳＡＡ委員長発表 ― 
      
                     会長エレクト 有馬宏昭     

  人吉ロータリークラブ細則第１条第２節に基づ

きまして次年度理事による被選理事会を開催し、

2018～2019年度ＳＡＡ委員長に加登住亮会員が選

任されました。皆様どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

        次年度ＳＡＡ委員長 加登住 亮   

次年度のSAA委員長にご指名いた

だきありがとうございます。私自

身、経験も浅く役を頂くにもまだ

まだではないかという思いもあり

ましたが、「やりながら学んでい

けばいいよ。」と背中を押してい

ただきお受けすることとなりました。 

有馬次年度会長から、皆さんが楽しめる魅力あ

る例会となるよう頑張ってくださいとの言葉があ

りました。楽しい例会のために何ができるかはま

だまだ分かりませんが、皆様にご指導いただきな

がら、一生懸命頑張ってまいりたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【次年度 】 

  2018-2019年度 2720地区 出向者委嘱状伝達 

     社会奉仕委員会委員    渡辺洋文会員 

     危機管理委員会委員    安達玄一会員 

     青少年奉仕委員会委員         〃 

     ローターアクト委員会委員長   〃  

     ロータリープログラム学友委員会委員 〃 

 

 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  80.95％ 

欠 席 者 数 12名  1 1 / 2 4 例 会 72.58％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数 5名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 80.65％ 

＊届け出欠席   板﨑・中村・延岡・本田・有村・村田・下田 

               宮原・尾上・渕田・岩下・後藤 

出席免除会員(b) 愛甲(出席），釜田 

＊メークアップ  11/11阿蘇RC50周年；浦田・葉山・中川 

  11/12 チャレンジカップ ；延岡    12/3キッチンカー；本田  



【来訪者より案内】 

                   えびのＲＣ 石坂乃里子様 

 １月８日（月）成人の日に宮崎県

えびの市で開催される「馬原裕子

×大山大輔 ジョイントリサイタ

ル」のご案内に参りました。 

 鹿児島出身で大活躍中のお二人で

す。チケットのご購入を宜しくお

願いいたします。       

    

  １月８日(月・祝) 

  開場14時半/開演15時 

  えびの市文化センター      

 （全席自由） 

  前売2000円/当日2500円 

  取扱:えびの市文化ｾﾝﾀｰ 

  問い合わせ/石坂まで 

 

 

 

 

 

 

【青少年奉仕委員会】    副委員長 加登住 亮 

           青少年育成事業のご案内 

 来週の金曜日、12月15日に｢心の豊かさプロ

ジェクト｣として、音楽鑑賞教室を開催いたしま

す。対象者は人吉市立第一中学校の全校生徒で、

時間は午前９時45分から午前10時35分の50分間で

す。場所は第一中学校の体育館を予定していま

す。バイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノ、パー

カッション総勢６名のプロの演奏家の方たちでの

演奏となります。会員の皆様におかれましても、

お時間があれば、ご参加ください。以上、事業の

開催告知でした。 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 

                          委員長 有馬宏昭 

  本日は戦略計画委員会担当例会となっていま

す。 9/15の第１回は「例会の活性化」について

でした。２回目は「委員会活動の活性化につい

て」ご意見をおうかがいしたいと思います。 

  クラブ会員は全部いずれかの委員会に所属しま

す。委員長だけが動くのではなく、メンバー全員

で行動しなければなりません。 

  短い時間ですが、指定されたグループに分かれ

て進めて下さい。記録はまとめて今後活かしてい

きたいと思っておりますので活発なご意見を宜し

くお願いいたします。 

 【寄付カード】      ニコニコ箱 武末憲一 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・えびのＲＣ石坂乃里子様 えびのＲＣから参り 

  ました。貴重な時間をコンサートＰＲに使わ 

  せて頂きました。ありがとうございました。 

  今後ともアクト活動支援共々宜しくお願い致 

  します。                             

・人吉中央ＲＣ増田隆二様 父の死去に際しまし 

  ては人吉ＲＣの皆様に御厚情賜り有難うござ 

  いました。                          

・井手会長 えびのＲＣ石坂乃里子様、人吉中央 

  ＲＣ増田隆二先生、御来訪ありがとうござい 

  ます。クラブフォーラムの参加も重ねて御礼 

  申し上げます。                       

・石蔵幹事 ○加登住会員、次年度ＳＡＡ委員長 

  就任おめでとうございます。そして宜しくお 

  願いします。○増田先生、石坂様のご来訪、 

  ありがとうございます。○地区出向予定の安 

  達会員、渡辺会員のご活躍をお祈り致しま 

  す。                                 

・中川会員 加登住さんのSAA委員長就任おめで 

  とうございます。一緒に頑張りましょう!!                              

                                       

・有馬会員 石坂先生、本日はご来訪ありがとう 

  ございます。お陰様で子どもたちも元気に頑 

  張っています。増田隆二先生ようこそお出で 

  頂きました。私の現在がありますのも、ポリ 

  オを治していただいた力先生のお陰です。い 

  つも感謝しております。              

・有馬会員 加登住亮会員SAA委員長を引き受け 

  て頂き有難うございます。 一緒に品があり楽 

  しい例会にしてまいりましょう。       

・愛甲会員 鳥井先生の奥様と私は同級生です。 

  先日、手紙があり、俳句を作られたそうで 

  す。「おだやかや しぶ柿をむく 夫の横顔」  

  幸せなんですネ。                     

・小林清市会員 誕生祝ありがとうございまし 

  た。                                 

・友永会員 手術のため早退致します。    

〈米山記念奨学委員会〉 

・片岡会員 加登住会員のＳＡＡ委員長たのしみ 

  です。                               

・中川会員 増田先生、先日から大変でございま 

  した。ようこそいらっしゃいました。また、 

  えびのRCより石坂様ようこそいらっしゃいま 

  した。60周年記念式典にお越し戴き有難うご 

  ざいました。歓迎申し上げます。       

・有馬会員 ニコニコカードと同文        

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 米山カードと同文            

          

 

           点 鐘  井手富浩 会長 

 

 

 



12/8例会 Ｒ情報委員会卓話  

 

【Ｒ情報委員会】          委員長  中島博之 

   ～人吉ロータリークラブ 歴代会長：幹事～ 

・人吉ロータリークラブの誕生 

  昭和32年5月25日（創立年月日） 

  昭和32年6月6日（国際ロータリー加盟年月日） 

 熊本県で２番目に誕生したクラブで、創立会員

（チャーターメンバー）２１名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今の年次総会にて、会長から会長ノミニー

（次々年度会長）候補者をご紹介、承認を求め

られ、皆様のご賛同を満場一致にていただくで

あろう。お方をご紹介いたします。 

さて、次々次年度の会長候補者を皆さんも考え

て推薦してください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人吉RC60周年記念事業は、新市役所庁舎完成時

に、適当な場所に時計塔を寄贈する目録を贈呈し

ました。 

人吉ロータリークラブ１０周年目に 

     多良木ロータリークラブ 誕生 

人吉ロータリークラブ２０周年目に 

     人吉中央ロータリークラブ 誕生 



 

今日は、ここまでとします。 

お付き合い有難うございました。私の暇つぶしに

は充分でした。私の方こそ、有難うございまし

た。次回は、ポリオのお話を用意します。 


