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通 算 2 9 6 8 回 

2 0 1 8年 1月 1 9日 

第 2 4 回 例 会 

     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。 熊本城

東ＲＣより建部明30周年実行委

員長と井上弘太郎地区幹事で

す。本日は 本年3/31(土)に開催

されます、熊本城東ＲＣ30周年

のご案内においで頂いておりま

す。 

  御存知の様に永田ガバナーのホームクラブ

であり、当クラブの60周年にも多くの会員の

皆様に参加、登録頂きました。ありがとうご

ざいました。当日は、当クラブからも多くの

会員で答礼に御伺いしたいと思います。宜し

く御願い致します。 

  さてまずは、御報告からです。先日 1/14

(日 )に１月度「命のロータリーキッチン

カー」事業として、南阿蘇村の被災避難地域

である立野地区の「どんどや」に伴うイベン

トに参加してまいりました。当クラブから

は、本田直前会長を筆頭に中島パスト会長御

夫妻、中川パスト会長御夫妻、延岡パスト会

長御夫妻、石蔵幹事御夫妻、片岡パスト会

長、武末パスト会長御夫人、そして私。ま

た、人吉からは、いつも御手伝い頂いており

ます「ひとくまネット」の皆様方と本田直前

会長の妹様で、雪と寒波の影響が残る阿蘇路

へ行ってまいりました。会場には、肥後大津

ＲＣより大島会長他６名のクラブ会員様にも

参加頂き、両クラブ合同での支援活動となり

ました。人吉ＲＣからは、中島パスト会長よ

りあったかい「寄せ豆腐」を提供して頂き、

キッチンカーを使って、皆で作った、あつあ

つの「豚汁」と「おにぎり」を肥後大津ＲＣ

からは、大島会長の会社で作られた「豆腐」

と「いちご大福」を御提供頂き、地区の方々

に「どんどや」と共にたいへん喜んで頂きま
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した。 

  これまでは、仮設住宅等にお伺いしての事業

でしたので、あまり気づかない事でしたが、今

回は、被災地そのものである元立野小学校の校

庭で行なわれました。周りを見渡しますと、ま

だまだ被害の爪あとがたくさん残っておりまし

た。現地の周囲を囲む山々の山肌は、その半分

以上の面積で赤土が露出しており、無残な姿を

現しておりました。キッチカーのそばに地元の

古老が数名おられましたので、聞いてみました

ら、「地震の時にも大きく削られたけど、その

時に亀裂が走ったり、地盤がゆるんだりして、

その後のたび重なる豪雨で、更に山肌が露出し

ていった」との事。インフラ整備においては、

優先順位が付けられ、主要な橋、トンネル、幹

線等は、大規模で急速な復旧・復興工事が進め

られている反面、まだまだ手つかず、さらには

進行中の被災個所も数限りなくあり、この山々

が緑におおわれるには、あと何年かかるのだろ

うと思わされました。 

  しかし、それよりも心にしみたのは、その古

老達の会話の中で「家ば建て直そうとしとるけ

どいつになるかわからん」「あんたはどげん

すっと？」「おれも年やっでな、だっもおらん

で、これからどげんすっか、ぜんぜんわから

ん！」被災者の方々は、それぞれ年齢も家族構

成も違いますが、これから先の見通しがきかな

い状況におかれておられる方がたくさんいらっ

しゃいます。物やお金はいろんな形で手当でき

ても、時間だけはとり戻すことができません。

ともすれば絶望的なお気持ちになられることが

あるかと思います。やはり、被災者の皆様方の

心に寄り添い、単調な避難生活に時々変化と元

気を与えられる様に務めることが大事なことだ

と思っております。 

  当クラブの「命のロータリーキッチンカー」

事業は、食の提供だけではありません。被災者

の皆様に元気をお届けし、一緒に行動し、自立

を支援することが目的です。また、皆様方も御

存知の様に、今度の地区大会でガバナー特別賞

受賞の栄誉を受けることになりました。昨年４

月にキックオフし10カ月がたちましたが、その

事業はまだ緒に就いたばかりです。今後数年

間、我クラブの大事な継続事業として、会員の

皆様全員でフォローして行きたいと思います。

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 
 
（理事会承認事項）なし 

（連絡事項） 

・ひとよし春風マラソン実行委員会の案内が届 

  きました。→井手会長へ 

・人吉市学校支援推進協議会より事業10周年記 

  念大会（2月3日（土）9時30分～11時40分、 

  カルチャーパレス）のご案内が届きました。 

  →葉山青少年奉仕委員長へ 

・例会変更と取り止め →掲示 

  八代南RCの1月30日例会は八代東RCとの合同 

  例会のため2月1日に変更。 

  熊本西RCより2月13日例会は取り止め 

・ガバナー月信1月号。→回覧 

・人吉医療センターより平成28年度病院年報が 

  届きました。→回覧 

 

【来訪者挨拶】 

  創立30周年記念実行委員長 

 建部 明 様 

地区幹事  井上弘太郎様 

  本日は貴重なお時間をいただき誠にありがと

うございます。熊本城東ＲＣ３０周年のご案内

に参りました。人吉クラブ皆様のお越しを心よ

りお待ちしております。 

  熊本城東ＲＣ創立30周年記念式典・祝賀会 

    日 時；平成30年３月31日（土） 

          受付14時  

          式典15時 点鐘 

          祝宴17時 開演～ 19時 

    場 所；熊本ホテルキャッスル 

  

 

 

 

 

 

 

 

     委員  和田栄司 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  85.48％ 

欠 席 者 数 9名  1 / 5例会取止め  

出 席 者 数 53名   

免 除 会 員 出 席 者 数 0名   

＊届け出欠席   北・小林祐・有村・岩下・本田・高山・外山 

               内藤・村山 

出席免除会員  (b) 愛甲 

 



 

 

【親睦 ゴルフ愛好会】       担当 塚本哲也 

          １月ゴルフ会ご案内  

    日 時 :１月２８日（日）10時スタート 

    場 所 : 球磨カントリー倶楽部  

 

【ローターアクト委員会】  委員長 永尾禎規 

      人吉ＲＡＣ１月第２例会ご案内              

    日 時；１月２５日（木）1９時30分～ 

    場 所；大衆酒場 ＣＨＡＢＯ 

          九日町85-4  ｲｽﾐ横 

    内 容；大口ＲＡＣとの合同新年会例会 

      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】 

     金・銀婚祝 花束贈呈  

   金婚    堤  正博・照子ご夫妻  

   銀婚   青木一幸・浩子ご夫妻 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 板﨑幸範 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・熊本城東ＲＣ 建部明様.井上弘太郎様 

  本日は私共熊本城東ＲＣの創立30周年のキャ 

  ラバンで訪問させて頂きました。皆様のお越 

  しを心よりお待ち申し上げます。      

・堤正博会員 ○建部さん井上さんのご来訪を 

  歓迎します。年次大会、熊本城東ＲＣ30周年 

  には必ず出席いたします。○ロータリー財団 

  ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁﾞ、米山奨学会の感謝状をいただきま 

  した。結婚50周年 花束をありがとうござい 

  ました。                           

・井手会長 熊本城東ＲＣ建部実行委員長、井 

  上地区幹事、ご来訪ありがとうございます。 

  30周年楽しみに致しております。      

・石蔵幹事 井上様、建部様のご来訪ありがと 

  うございます。30周年のご成功を祈念申し上    

  げます。                            

・堤脩会員 増田隆二会員の人吉クラブ入会お 

  めでとうございます。                

・青木会員 銀婚のお祝いを頂きありがとうご 

  ざいます。                          

・渕田会員 先日の新年会例会は失礼いたしま 

  した。また、本日は熊本城東ＲＣの皆様よ 

  うこそお越しくださいました。        

・浅野会員 新年会欠席しましたのでごめんね 

  します。今年も宜しくお願いします。  

・戸髙会員 上半期多くのニコニコをいただき 

  ありがとうございます。             

○1/12新年会オークション売上金額 114,300 

  でした。皆様のご協力に感謝いたします。  
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・増田会員 入会を記念して、お世話になりま 

  す。                               
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・増田会員 入会を記念して           
 
〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・浅野会員 第３工場の竣工を記念して 

                                    

・増田会員 入会を記念して           
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Ｒ財団 寄付認証ピンの贈呈 

 マルチプル６ポール･ハリス･フェロー 

           堤  正博 会員 



   

 

         第２回クラブ協議会 前半 

 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 

委員長 有馬宏昭  副委員長）新掘純子 

委員）本田節･片岡啓一･宮﨑智弘･中川貴夫 

      中島博之･延岡研一･鳥井正德･和田栄司 

      渡辺洋文 

〇活動報告 

１．８月４日（金）家庭集会を実施し、戦略計 

  画委員会の目的と年度計画を確認いたしまし 

  た。その後会員相互の懇親を深めました。 

２．９月15日（金）担当例会で、「例会の活性 

  化について」９グループに分かれ グループ 

  ディスカッションを実施しました。 

２．９月29日（金）永田壮一ガバナー公式訪問 

  の際「奉仕理念と戦略計画」～今なぜ戦略計 

  画が必要のか 今なぜ戦略計画が必要のか ～ 

  をテーマにお話しいただき理解を深めまし 

  た。 

３．12月８日（金）クラブフォーラムを実施し 

  「委員会の充実」 について８グループに分 

  かれ熱心に論議いただきました。 

４．今後につきましては、２回のグループ討議 

  でいただいたご意見を参考にし、委員会での 

  論議と会員の皆さんからのヒアリング、必要 

  があればアンケートを実施して４月27日   

  (金)に提言書提出に向け、活動してまいり 

  ます。皆様のご協力をよろしくお願い申し上 

  げます。 

  

【Ｒ情報委員会】 

委員長）中島博之 副）中川貴夫 

  委員）愛甲 康･片岡啓一･浦田繁喜 

  今年の情報委員会の委員には、副委員長に

は、ここ４～５年のパストガバナーの絶対的信

頼を受けている中川会員を、委員には浦田会

員・片岡会員・愛甲会員とクラブの超ベテラン

をいただきました。ここで私がヘマをやった時

はご指示があると思い、勝手に何の相談もせず

やって来てしまいました。深く反省していま

す。情報委員会の最大の仕事は、新入会員への

オリエンテーション（進路：方針の説明）とＲ

情報の速やかな伝達と思います 

  今年の新入会員は一度に３名の山本知枝会

員、板崎幸範会員と帰り咲きの渕田秀雄会員。

それから移籍会員の増田隆二会員が該当されま

すが、渕田会員もすでにオリエンテーションは

受けておられますし、増田会員に関しては27年

のＲ歴の方へのオリエンテーションはないで

しょう、と独断でやめました。オリエンテー

ションに関しては、Ｐポイントで作りました35

枚の中から印刷してお渡ししました。内容は、

○○さんの推薦～会員となるまでの流れ（人吉

クラブの細則などを紹介しながら、ロータリ会

員の義務と恩典：義務の中には、会費の支払、

友の購読（購入して読む）積読ではだめ、例会

への出席（ホームクラブへの出席は最低でも

30％、1時間の中の60％は出席が必要、4回連続

の欠席は駄目、入会3年未満の人に強く求めら

れる、クラブ協議会（ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ）･地区大

会･ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）等を説明。 

  また、Ｒ財団の活動（ポリオ等）、米山記念

奨学会、人吉RC独自の奨学金制度（4年目）、

あまりにも情報が多すぎますので一度には無理

でしょうから、ポリオ・米山記念奨学会等、今

年は試験的に目からの情報提供を短時間で複数

回やってみたいと思っています。宜しくお願い

いたします。 

 

【親睦委員会】 

委員長）平田フク 副）塚本哲也 

  委員）葉山稔洋･堀川匠太･北昌二郎 

        宮﨑智弘･永尾禎規 

  ７月７日新旧理事役員歓送迎会、８月納涼家

族会、10月６日ひまわり亭にて月見会、12月15

日忘年会、そして先週12日に新年会を開催しま

した。忘年会、新年会 共に、会員・ローター

アクトの皆さんにカラオケ、ダンスでたいへん

盛り上げていただきました。参加頂きました

ロータリー家族の皆さんに、楽しんでいただけ

たかなと思っております。 

  また、米山奨学生の王さん、郭さんにも親睦

会に参加していただき嬉しく思います。恒例の

オークションでは ご夫人の皆様にたくさん買

い物をしていただきましたお陰で、114,300円

の売り上げがありました。 有り難うございま

した。  今後の親睦事業は、３月の花見会、６

月の賀寿会の２つです。多くの方の参加を宜し

くお願いいたします。残り半年、委員会全員で

工夫しながら、力を合わせて運営して参りま

す。今後、ご意見等がございましたらお聞かせ

下さい。 

 



【ＳＡＡ】 

委員長) 青木一幸  副）村田武澄 

  委員）安達玄一･加登住亮･馬氷慎哉 

        山田仁法･渕田秀雄 

  当委員会としては、今年度も有意義で品格の 

ある例会の運営に努めているところですが、そ

の辺りのご評価についてはいかがでしょうか。 

幸い、副委員長の村田さんをはじめメンバーの

皆さんに足らずところを助けていただき、例会

の円滑な運営については何とか及第点をいただ

ける状況にあるのではと思っております。 

  また、今年度は食事開始時間を正午からとし

ており、その点は随分定着してきたように思い

ます。特にご異議がなければ引き続き継続して

いきたいと思いますが、何か不都合があれば、

遠慮なく当方までご意見をいただければ幸いで

す。 

  ＳＡＡからの報告は以上です。 

 

【プログラム委員会】 

委員長）新掘純子 副）後藤竜一 

  委員）延岡研一 

  毎週水曜日に例会の打ち合わせを行っていま

す。委員会メンバー全員が例会担当する予定で

したが、年末に急に下田会員が退会となり、下

田会員だけが例会担当出来なかったことが残念

です。 

  例会の時間調整の為、ロータリーの友を紹介

していただく雑誌委員会の皆さんには、いつも

突然に時間配分を変更したりしてご迷惑をおか

けしております。皆さんのご協力のお陰で例会

が時間内に終われることに感謝しております。

あと半年、よろしくお願いいたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】 

委員長）戸髙克彦 副）武末憲一 

  委員）板﨑幸範・丸尾孜・山本知枝 

  ニコニコ箱委員会での活動も半期が過ぎて改

めて方針・計画を見直してみましたが、実行出

来ていない面もあり、後半は至らなかった点に

気をつけながら進めてまいりたいと思います。    

  齊藤会員が退会され一時３名となりましたが

期待の、そして老眼鏡の必要がない若手新入会

員２名（板﨑君、山本さん）を当委員会に入れ

て頂いて大変心強くありがたく思います。 

  今期は具体的な数字の目標は立てておりませ

んでしたが７月～12月までの半期で、ニコニコ

箱529,000円、ビジタースマイル63,000円、ニ

コニコ瓶35,612円で総額627,612円で、前年同

期に比べ90,000円程多く頂いております。この

数字は会員皆様の誠意と意識の高さであると感

謝致します。 計画の中に、コメントは短く、

金額は多くなどと生意気なお願をし少し反省し

ておりましたが、こちらにもご協力を頂きまし

て大変恐縮しております。 

  後半も委員会メンバーと協力し活動してまい

りますので、引き続きニコニコ箱委員会を宜し

くお願い致します。 

 

【出席委員会】 

委員長）原田知一郎 副）高山征治 

  委員）板井英朗･和田栄司･山口令二 

  計画にある家庭集会はまだ実施していませ

ん。後半に申し送り事項の場を考えたいと思っ

ています。課題の無届け欠席については、３回

以上の方に食事代などの無駄についてお伝えを

し、欠席連絡をいただくようお願いしていきま

す。出席報告については、年度初めに委員長が

すべて担当するとしておりましたが、私が出来

ない時は委員の皆様にフォローしていただいて

おります。そのような中、和田会員から１月は

任せろと心強い言葉をいただきお願いしている

ところです。出来ましたら来月もお願いしたい

と思います。 

 

【職業分類委員会】 

委員長）大久保勝人  副）山賀勝彦 

  委員）浅野 強 

現在まで４名入会、４名退会となっています。 

○入会者 

  8/25入会 渕田会員（幼児教育） 

           板﨑会員(土木) 山本会員(酒場） 

 1/12 入会 増田隆二会員（小児科医） 

○退会者 

  10/6 退会 齊藤会員（薬局） 

  10/22 退会(逝去）増田力会員（小児科医） 

  12/19退会(逝去）釜田会員（醤油製造） 

  12/31退会 下田会員（焼酎製造） 

尚、一部に見直した方が好ましい分類が見受け

られますので、理事会と協議したいと考えま

す。 

 

【会員選考委員会】 

委員長）有村隆徳 副）小林清市 

  委員）伊久美寛志･堤 脩 

  本年度の方針計画については7月のクラブ協

議会で発表しておりますので省略します。 

  ７月、幹事より会員増強委員会、職業分類委

員会を経由した、再入会渕田秀雄氏、板﨑幸範



氏、山本知枝氏の３名の新会員候補者推薦があ

りましたので、委員会を開催し、委員全員の賛

同を得ました。12月22日、幹事より、当クラブ

元会員 故増田力パスト会長のご子息、増田隆

二氏が、移籍並びに交替会員として推薦されま

した。委員全員の賛同を得、理事会に報告を致

しました。 

 

【公共イメージ委員会】 

委員長）渡辺洋文  副）内藤靖雄 

  委員）本田節･大賀睦朗･岡啓嗣郎･尾上暢浩 

  2017年７月28日、公共イメージ委員会担当例

会で内部卓話をさせていただきました。内容は

MY ROTARYの登録方法及びEクラブのメイクアッ

プ方法など。 

  2017年９月８日、輝く瞳全国大会の紹介およ

び参加要請と言う事で、内部卓話をさせていた

だきました。 

  2017年10月４日人吉中央ロータリークラブに

て赤族支援の経緯及び輝く瞳全国大家について

の卓話をさせていただきました。 

  2017年10月８日輝く瞳全国大会を全国より87

名の参加をいただきここ鮎の里で無事開催する

ことが出来ました。多くの方に素晴らしい大会

だったと言っていただき、ホットしておりま

す。人吉新聞にも記事にしていただきましたの

で、ロータリー活動の一端を市民の皆さんにも

知っていただけたのではないかと思います。正

に公共イﾒージ委員会の役割を少しは果たせた

のかなと思います。 

  年度初めに家庭集会を計画しましたが、参加

者が一人も居なかったので、中止になりました

が、後半出来ればまた計画したいと思いますの

で、その節はご参加のほどよろしくお願いしま

す。 

 

【雑誌委員会】 

委員長）漆野智康  副）岩下幸司 

  委員）鳥井正徳･堤正博･増田隆二 

  紹介者の順番をある程度決めてはおりました

が、なかなか順番通り紹介することができてお

りません。委員全員が1回は紹介できるように

していきたいと思います。井手会長のご指導の

下、今年から「友」紹介時レジュメを作成する

ようにしました。紹介するときは、どうしても

早口になってしまったりしますので、後で見直

すことができると会員の皆様からご好評（？）

いただいております。 

委員以外からの紹介 

 11月に加登住会員にお願いしました。あとお

二人ほどお願いしたいと思っています。 

公共イメージ委員会との連携 

 まだとれておりませんので、今後話合いをし

ていきたいと思います。 

 

【クラブ会報委員会】 

委員長）竹長一幸  副）川越公弘 

  委員）中村太郎 外山博之 

  毎週の例会の内容を画像と文章で分かりやす

くまとめ、事務局の全面協力のもと遅延なく会

報を発行してまいりました。当日、例会に出席

できなかった方や外部の方にも、興味をもって

見ていただけるよう、写真や画像を多めに配置

しました。 

  また、会報の表紙のデザインを変更させてい

ただき、ロータリーのロゴの下にスマホからも

簡単にアクセスできるように、ホームページと

フェイスブックのバーコードリーダーを追加し

ました。下半期も正確で読みやすい会報の発行

を心掛け取り組んで行きます。 

 

 

 

 

 

  


