
  

花見例会 

    桃李温泉 季の杜 石庭 18時30分開会 

 

点 鐘        井手富浩 会長 
                                             
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法SAA委員 
 
 
 
 
 
 
司会･進行     新堀純子ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
 

通 算 2 9 7 5 回 

2 0 1 8年 3月 3 0日 

第 3 1 回 例 会 

      会長 井手富浩 
 

  皆様こんばんは。本日は、恒例

の花見例会です。盛りは過ぎたと

はいえ、まだまだ目を楽しませて

くれる美しい桜の花をめでなが

ら、新年会以来の懇親の場となり

ました。 花見に良い時期に良い

場所を提供して頂いた川越会員には御礼申し

上げます。ありがとうございました。 

  さて、私以外にもたくさんおられると思う

のですが、「石テイの館」のテイの字が亭主

の亭か、にわの庭かと迷われた方がいらっ

しゃると思います。そこで私なりに調べたの

ですが、運営されている法人名が「（有）石

亭（亭主の亭）の館」で、施設名が入口の看

板にもあります様に正式には、「桃李温泉 

季の杜 石庭（にわの庭）」 ﾄｳﾘｵﾝｾﾝ ﾄｷﾉﾓﾘ 

ｾｷﾃｲ  という理解でよろしいでしょうか？ 

ともあれ、良質の温泉と特長のある美味しい

料理とこのロケーションで人吉での人気のス

ポットとなっております。川越会員、本日は

お世話になります。御参加頂いた皆様全員で

花見例会を楽しみたいと思います。 

  さて、この後 有馬会長エレクトに今月10

日、11日に開催されました PETS（プレジデン

ト エレクト トレーニング セミナー）につい

て報告して頂きますが、次年度RI 会長のテー

マ 高山次年度ガバナーのスローガン、また地

区の各部門の方針、指針、計画等、皆様に伝

えて頂きます。さらには、来週８日(日)には

地区研修協議会が開催され、いよいよ次年度

に向っての準備が始動します。人吉ＲＣの進

化（より良き変化）を促す為、私に,また有馬

エレクトに会員の皆様方の忌憚の無い御意

見、御提言を頂ければと思っております。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。 

 

Ｐ１     

Ｐ２～３ 
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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我らの生業」 

  会長の時間  

  幹事報告 、出席率報告、会務報告 

  会長エレクト研修セミナー報告 

  ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

  花見会 
  
     

                              本日の進行 



 

                            

            幹事  石蔵尚之 
 

（理事会承認事項）なし 

（連絡事項） 

・「日本百名城人吉お城まつり」協賛金の依 

  頼が届きましたので、特別会計予算でご承認 

  いただきました通り20,000円を支出します。 

・先日の朝刊に掲載されていましたのでご存知 

  の方もいらっしゃることと思いますが、永田 

  壮一ガバナーのお母さま（永田節子様）が23 

  日にご逝去されました。当クラブよりご香典 

  を出させていただくことにし、中川パスト会 

  長にお願い致しまして24日の通夜式にお届け 

  していただきました。 

・明日は熊本城東RC30周年です。参加される方 

  は宜しくお願いします。バス利用の8名の方 

  は13時葉山葬祭すみれホール集合・出発で 

  す。 

 

    委員長 原田知一郎 

 

 
 

【青少年奉仕委員会】    委員長  葉山稔洋  
 
  ４月13日(金）19時より、青少

年奉仕委員会担当例会の打合せと

新たに増田会員を委員に迎えての

第２回目家庭集会を開催します。

宜しくお願いします。 

 

 

【キッチンカー管理運営委員会】   葉山稔洋 

  先週の地区大会でガバナー特別賞をいただき

ましたキッチンカーより案内です。  震災から

２年、そしてキッチンカーデビューから１年目

を迎えます。４月交流会は15日(日）です。今

回は神戸のロータリーの方から神戸牛、人吉か

ら球磨牛を持ち寄り昼食交流会を行います。 

場所は益城テクノ団地、皆様の参加ご協力を宜

しくお願いいたします。 

【米山記念奨学委員会】    委員長 宮原和広 

  先日、王さんからメールが届きましたので報

告します。 
  
 ３月 25日は熊本大学の卒業

式・修了式でした。卒業写真と

学位記を添付でお送りいたしま

す。人吉RCの皆様のおかげで、

無事に博士号を取れました。 

心より感謝を申し上げたいで

す。今後とも、引き続きどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

  

   

 

       2018～19年度 

       会長エレクト研修セミナー報告    

 

 

１日目  

 午前 

１．国際協議会報告と次年度の地区方針 
 
2018年度の国際協議会は、米国カルフォルニア  

州サンディエゴで1月14日から１週間開催 
 
バリー・ラシンRI会長エレクトから、 2018-19

年度テーマ「インスピレーションになろう」

“BE THE INSPIRATION”が発表された。 

 RI会長エレクト 

 バリー・ラシン2018ー2019  年度会長 

 イーストナッソー・ロータリークラブ所属 

 バハマ、ニュープロビデンス島 

 RI会長ﾃｰﾏ「インスピレーションになろう」 

インスピレーション…刺激となり、前進の活力

になる 

◎言葉で、そして行動で、インスピレーション 

  を与えてください。 

 今行っている奉仕が、明日、そして後世も

ずっと、人々のより良い生活につながっていく

よう、あらゆる手を尽くすことです。 

これを実現するために「インスピレーション」

になってください。 
 
クラブと地域への「インスピレーションになろう」 
 
国や地域社会への「インスピレーションになろう」 
 
2018-2019年度ロータリークラブ対象のロータリー賞 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  50.79％ 

欠 席 者 数 31名  3 / 1 6例会取止め  

出 席 者 数 31名   

免 除 会 員 出 席 者 数 1名   

＊届け出欠席   安達・青木・浅野・堀川・本田・板﨑・岩井 

  岩下・小林清・小林祐・北・馬氷・宮﨑・村田・村山・永尾 

  内藤・中川・中村・岡・尾上・大賀・友永・戸髙・外山・塚本 

  漆野・渡辺・山賀・山口・山本  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

会長エレクト 有馬宏昭 

 

   期 日：3/10(土)～3/11(日) 

  場 所：ホルトホール大分 



クラブのサポートと強化 

以下のうち３項目を達成 

 ◦ 会員１名の純増達成 

 ◦ 既存会員と新会員の維持率を維持または改 

   善する。 

   ◦クラブの会員維持率を１ポイント上げる。 

    または、 

   ◦2017-2018の会員維持率が９０％以上であ 

    る場合、これを維持する。 

 ◦ 女性会員１名の純増を達成する。 

 ◦ 少なくても６０％の会員が、MY ROTARYから 

   生年月日を入力する。 

 ◦ 新しいロータリークラブのスポンサーまた 

   は共同スポンサーになる。 

 ◦ 会員の職業を調べるために職業分類調査を 

   実施し、地域社会にあるビジネスと専門職 

   の実情に沿った会員基盤を築くために活動 

   する。 

 

人道的奉仕の重点化と増加と公共イメージと 

  認知度の向上（３項目を達成を表彰） 
 
 2018～19年度国際ロータリー第2720地区 

  髙山泰四郎ガバナーエレクト 

 地区スローガン 

    ～ロータリーは心の太陽～ 

  「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」 

《重点取組み事項》 

１)クラブの活性化 

  ①クラブ戦略計画立案への着手 

  ②少人数クラブによるセミナー開催 

  ③RLI（ロータリーリーダーシップ研究会） 

    の実施 

  ④職業奉仕の研修と実践 

  ⑤マイ・ロータリー登録率の向上 

  ⑥ロータリークラブセントラルへの入力促進 

２)青少年奉仕活動の更なる充実 

  ①青少年交換の実施 

  ②インターアクト活動の見直しと支援 

  ③ロータアクト活動の見直しと支援 

  ④地区学友会の創設 

  ⑤ロータリー平和フェロー事業へのアプローチ     

３)RI会長の重点事項 

  ①クラブ組織の強化 

  ②ポリオ撲滅の完遂 

  ③環境の維持可能性を守る 

  ④ロータリーデーを開催しよう 
 
 午後 

２．会長の役割と責務年度 

        ・・・前田眞実次年度研修リーダー 

３．クラブ運営について 

４．地区部門の理解・・・各部門長 

５．会長経験者の体験発表 

６．会長の時間について 

       ・・・作守順子次年度研修副リーダー 

質疑 

 

２日目 

７．アイデア交換（グループディスカッション） 

  テーマ「クラブをさらに良くするために」 

   第９グループ 

   熊本南、人吉、八代、熊本、本渡、 

   大分中央、中津、別府東、大分、 

   2720Japan O.K.Eクラブ(期中で創立のため) 

８．目標設定 

９．地区グループ会議 

    ロータリーデーの内容等 

１０．連絡とお願い 

   地区予算について 

   今後の地区行事について 

 2018年 8月24日 人吉RC ガバナー公式訪問 

       前日23日合同懇親会（担当人吉中央RC） 

  〃   11月16日(金)～17日(土) 

       髙山年度地区大会  大分ホルトホール 

 2019年3月16日熊本第６グループIM（水俣RC） 

    6月1日(土)～５日(水) 国際大会 

                          ハンブルグ 

閉会  

点鐘 

 

 

 【寄付カード】  

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長  川越会員、本日の花見例会に会場 

  を提供して頂きありがとうございました。 

  有馬エレクト、ＰＥＴＳ報告ありがとうござ 

  いました。                         

 

     

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      

 
 
 
 

   花見会 

乾杯  伊久美パスト会長 


