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通 算 2 9 7 7 回 

2 0 1 8年 4月 1 3日 

第 3 3 回 例 会 

 

      会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。本日はた

いへんうれしい例会となりま

した。後程、入会式を行いま

すが、東北大震災後の全国的

電力会社状勢の為、退会され

ておられました九州電力人吉

営業所長として、寶代 誠志 所長が入会され

ます。 

  今年度永田ガバナーの純増１名の目標の

元、小林増強委員長には、年度当初に３名の

新入会員を迎える事ができておりましたが、

お二人の会員の御逝去、お一人の退会で、現

状維持の状態になっておりました。ただ、会

員の数が増えれば良いという事ではありませ

んが、クラブ全会員の皆様の御承認を受け

て、入会される意識の高い新入会員の増強

は、クラブにとって価値のある事であります

し、今年度 純増１名を達成できた事は、たい

へんうれしい事です。 

  私は、ロータリークラブ、ロータリアンと

しての目的は、ＲＩ、国、地区、クラブ、そ

してお一人お一人のロータリアンそれぞれに

様々あると思いますが、ロータリーが「奉仕

の理念」の元、その奉仕活動を通して、世界

に日本にそして、それぞれの地域社会により

良い影響を与え続けて行くことだと思ってお

ります。その為に、ロータリーを一つの経済

体だと考えますと、例えば、ＲＩではポリオ

プラスも含みますＲＣ財団、日本では米山奨

学基金、クラブでも人吉ＲＣ奨学基金やこれ

までの様々な奉仕活動の継続、さらには、新

しい奉仕活動の為にも原資の増加は必要で

す。会員増強はその一つの手段ではあります

が、人吉ＲＣがそのクラブ価値を高めてゆく

為に、今後共、会員皆様全員の御協力を宜し

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  「それでこそロータリー」 

  会長の時間  

  幹事報告、出席率報告、来訪者挨拶  

  会務報告、米山記念奨学会感謝状贈呈 

  入会式 寶代誠志会員 、結婚誕生祝い 

  地区研修協議会報告 ① 

  ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 
  

                              本日の進行 



  さて先週４月８日（日）に大分ホルトホール

で、次年度地区研修協議会が開催されました。

私も公共イメージ担当で出席してまいりました

が、いよいよ有馬エレクトを中心に次年度の具

体的な準備が始まります。本日と次週の例会で

は、出席頂いた会員より、それぞれ、各部門別

に研修協議会報告を二週にわたり、実施して頂

きます。次年度ＲＩ会長、次年度 高山ガバ

ナー、そして、次年度地区各部門長、委員長の

方針、計画等を拝聴し、我クラブの次年度の方

針、計画、予算に反映させてゆくべく貴重な研

修の場となりました。 

  ロータリークラブには、上部組織（ＲＩ、地

区等）はなく、あくまでもそれぞれのクラブが

中心だといいながら、この研修協議会で、ああ

しろ、こうしろというのは矛盾じゃないか？と

いう意見もあるという話も聞きましたが、ロー

タリーの歴史とその活動を取り巻く環境の変

化、そして、組織として、その単年度のリー

ダーとしての意志を伺う事は、それぞれのロー

タリアンにとっても有益な事でありますし、地

区の各部門も言葉は悪いかもしれませんが、我

クラブにとって有益になる様に利用させて頂

き、独自性も併せて、そのクラブの歴史と共に

保ってゆく事ができると思っております。 

  ともあれ、４月最後の27日は、戦略計画（提

言）例会を予定しております。これは、これま

で二回に渡り行いました。クラブフォーラムを

通して頂きました会員の皆様の御意見、御提言

をふまえ、また、今回の地区・研修協議会等 

各種のセミナーで得た今後のロータリーの変化

の方向等も鑑みながら、人吉ＲＣの進化（より

良き変化）を促す為の次年度、さらには、中、

長期戦略計画に向けた例会にしたいと思ってお

ります。 

皆様方の御協力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） 

・本日は寶代誠志会員の入会式を予定しており 

  ます。 

・5月6日(日)中川原公園で行われます「ロータ 

  リー家族清掃活動及び台湾地震募金活動」に 

  ついて先日、ご案内をFAX致しました。人吉 

  会場は清掃活動のみです。 

・例会変更と取り止めのお知らせです。熊本北 

  RCより4月19日(木)は取り止め、26日(木)は 

  アクトクラブとの合同例会につき20時より大 

  江公民館となりました。→掲示 

・人吉市国際交流協会総会のご案内。4月26日 

  (木)19時人吉市仮本庁舎です。→会長へ 

・明日の多良木RC創立50周年記念式典並びに懇 

  親会は全員登録ですが、約35名で参加しま 

  す。バスご利用の方は、午前11時30分、葉山 

  葬祭すみれホール集合・出発です。 

・明後日の日曜は、キッチンカーのキックオフ 

  １周年となる炊き出し交流を、１年前と同じ 

  益城町のテクノ仮設団地で行います。会員、 

  ご家族、アクトのメンバー合わせて15名の参 

  加です。 

 

 

    委員長 原田知一郎 

   ※7/1～3/31までの個人別出席率配布 

 

【来訪者挨拶】       

   

   八日市南ロータリークラブ 

                             下田 政寿 様 

             （職業分類；製造業） 

 

 

 

 

 

【環境保全委員会】     委員長  浅野 強 
 
       1人１本植樹苗木の配布について 

 
  準備しました苗木66本のうち現

在半分ほど残っております。ＦＡ

Ｘでお知らせしましたように受取

を12日までにお願いします。 

 

 

【職業奉仕委員会】     委員長 岩井和彦 

  ５月11日例会で優良職員表彰式を計画してお

ります。お配りした優良職員推薦書に記入いた

だき４月25日までにＦＡＸもしくは事務局へご

提出ください。宜しくお願いいたします。 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  78.13％ 

欠 席 者 数 14名  3 / 3 0 例 会 50.79％ 

出 席 者 数 49名 補 填 数 9名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 65.08％ 

＊届け出欠席   高山・宮﨑・尾上・青木・堀川・有村・漆野 

               宮原・新堀・丸尾・板﨑・渕田・大賀・外山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   3/8 人吉RAC例会;永尾 

       3/17地区大会；安達・岩井・中川・渡辺・山口 

                 3/31熊本城東RC30周年；青木・本田・馬氷 



【親睦委員会】      ゴルフ会担当 塚本哲也 

           ４月ゴルフ案内 

        日 時:４月２２日 (日)  

              10時37分スタート 

        場 所:球磨カントリー倶楽部  

    多くの参加をお待ちしております。 

 

【お知らせ】               延岡研一会員 

  先週、理事会で後援承認を頂きましたNPO法

人九州プロレスによる「山江村を元気にするバ

イ！」のポスターが届きました。試合は6月17

日（日）山江村体育館開催です。 

  それに先立ち、5月15日から16日にかけて め

んたい☆キッド選手が、加登住会員のあいだこ

ども園、渕田会員の山江保育園、後藤会員の千

寿園を訪問します。訪問希望がありましたらお

声かけ下さい。宜しくお願いします。 

 

 

        米山記念奨学会感謝状贈呈 
             

    
 
 第２回米山功労者マルチプル                   

       本田 節 会員 

   

 

    

 

    第１回 米山功労者    

      有馬 宏昭 会員 

 

 

 

 

 

        入 会 式 

  寶代誠志会員 

 

新会員紹介                 推薦者 延岡研一 

 

 寶代 誠志（S37.7.4）55歳 

勤 務 先 九州電力㈱人吉営業所 

役 職 名 所長  

職業分類 電力供給 

 

 

バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 井手富浩 

入会者挨拶               寶代誠志会員 

 ご紹介いただきました寶代です。職業分類は

電力供給、Ｒ歴は１日でございます。 

  延岡様からご推薦を頂き、そして皆様のご承

認を頂き、今週月曜日に中島委員長様よりロー

タリーについてレクチャーを受けました。 

  一人前のロータリアンになれるよう精進して

まいりますのでどうぞ宜しくお願いします。 
                      
ロータリー情報委員会   委員長 中島博之 

 人吉ロータリークラブ細則によりますと、新

会員がクラブに早く溶け込めるよう援助する会

員を指名する事になっています。寶代会員の後

見人を推薦者の延岡研一会員にお願いする事に

致します。 

 

所属委員会の発表    幹事 石蔵尚之  

 クラブ管理運営においては「ＳＡＡ」、奉仕

プロジェクトにおいては「社会奉仕委員会」 

青木委員長、延岡委員長、よろしくお願いしま

す。 

 

【親睦委員会】          委員長  平田フク 

 

 

４月の誕生祝い  

     渡辺洋文 会員    2日     馬氷慎哉 会員    2日 

     原田知一郎会員  5日     渕田秀雄 会員    7日 

     川越公弘 会員    9日     山本知枝 会員    9日 

     堤 正博 会員     20日     武末憲一 会員  26日 

     大賀睦朗 会員   29日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４月の結婚記念祝い 

      山賀勝彦 会員    1日    愛甲  康 会員    3日 

      堤  正博 会員     3日    大賀睦朗 会員   7日 

      増田隆二 会員   12日    水野虎彦 会員  15日 

      山田仁法 会員   18日    丸尾  孜 会員   20日 

      戸髙克彦 会員   21日    小林清市会員   22日 

     村田武澄 会員    29日  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長部会    

   

  会長エレクト 有馬宏昭 

  歴年数：16年4ヶ月  

  職業分類：圧縮ガス業 

 

 
 

午前10:00点鐘 

10:35～11:20次年度RIテーマと地区方針 

１．国際協議会報告と次年度の地区方針 

    PETS報告で発表済みですので割愛します。 

２．2018～19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」 

髙山ガバナーエレクトの心情…ゲーテの言葉に

感銘。 

「事柄を考えよ、人間のことは気にするな」 

その事柄のために良いことは何かを考えるべ

き。 

気が弱くて、言いたいことの半分も言えない小

生には、とても勇気づけられるゲーテの言葉 

です。人生のあらゆる場面で、常にこのように

ありたいものです。ロータリーには、「四つの

テスト」という素晴らしい行動指針があります

が、それと併せてこの言葉を実践するように努

力したいと思います。と述べられました。 

《重点取組み事項》 

 １)クラブの活性化 

 ２)青少年奉仕活動の更なる充実 

 ３)RI会長の重点事項 
 
基調講演 

演題 

「2016年規定審議会:柔軟性とクラブの活性化」 

 元RI研修リーダー 足立功一様（釧路北RC） 

社会奉仕に関する決議２３―２４ 

規定審議会のことを中心に話された。 

「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるか

のように学べ」マハトマ・ガンジー 

「重要なことは、人が何をもって生まれたかで

はなく、与えられたものをどう使いこなすかで

ある」アドラー 
 
ロータリー三本の柱 

１．クラブ 

２．国際ロータリー 

３．ロータリー財団 

これらが一体となり持続可能な奉仕を生み出し

ている。 

ロータリー活動の最重要項目 

会員増強 

ポリオ撲滅 
 
1986年の規定審議会（シカゴ） 

決議８６－２０３の提出 

これは決議２３－２４を完全撤廃して、社会奉

仕に関する新声明を採用しようとした。 

⇒しかし、日本の代議員の大反対・・・RIはポ

リオプラスの賛同を得るために決議８６－２０

３を撤廃した。 
 
国際ロータリー事務総長をはじめ800人のス

タッフを抱えている。前回の規定審議会で人頭

税の改定等実施しており、2019年度の規定審議

会を注視すべき 
 
ポールハリス:1914年･・「持続可能な奉仕活動

について」 

ロータリーが私たちにとって何を意味するにせ

よ、世界は、その活動結果によってロータリー

を知るのです。 
 
今、私たちがなさなければならないこと 

①クラブの歴史と伝統 

②クラブの将来像 

③RIがロータリー活動の最重要項目としている

会員増強とポリオ撲滅を支援 

これら①～③を考慮したクラブ改革を行うこ

と。 
 
クラブ会長の役割・・・充実したロータリーク

ラブを目指して、クラブを導くこと 
 
「計画のない目標は、ただの願い事に過ぎな

い」サン・テグジュペリの言葉で講演を結ばれ

ました。足立RI研修リーダーによるご講演で、

2016年度規定審議会の決定に至った歴史とその

背景、社会奉仕に対する考え方、クラブ会長の

在り方等学びました。 

 

最後に、この地区研修・協議会で、私がロータ

リーについていかに知らないかが分かりまし

た。 

「入りて学び、出でて奉仕せよ」の言葉通り、

        国際ロータリー第2720地区 

       地区研修・協議会 報告 
    平成30年4月8日(日) ホルトホール大分 



コツコツと学び実践してゆくと覚悟した貴重な

地区研修協議会でした。 

 

管理運営部会   

  

   次年度ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 

              水野虎彦 

   歴年数：18年2ケ月 

  職業分類：圧縮ガス業 

 
  

  部門長挨拶から始まり、部門の運営方針・各

委員会の方針が説明されました。クラブ奉仕委

員会には我らが人吉ロータリークラブ延岡P会

長がメンバーにおられ、このときは延岡P会長

は社会奉仕部門に出席されて隣席はされておら

れませんでした。 

  プログラム委員会の報告には延岡パスト会長

の命を受け、私、水野がプログラムの組み方、

人吉ロータリークラブの事例を詳しく紹介致し

ました。年度のプログラム計画を組み、毎回例

会プログラム打合せで４週間先までのプログラ

ムを検討するといったやり方です。報告をお聞

きになられた方々には感嘆の反応もありまし

た。ここまで細やかなことが必要か？といった

方もおられたかもしれませんが、人吉ロータ

リークラブの事例として紹介をして参りまし

た。 

  続いて、管理運営部門の重点取組み事項とし

て、RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）

の実施。今年度はRLI委員会を管理運営部門の

中に配置ということです。 

クラブ協議会について、年間４回～６回のクラ

ブ協議会を開くことが推奨されている。 

開催のタイミング 

１．地区研修協議会の直後、会長エレクトが議 

    長を務める。 

２．７月１日以降に年度計画について協議す 

    る。 

３．ガバナー公式訪問の２週間前 

４．公式訪問中にガバナー補佐・地区ガバナー 

    とクラブの状況を話し合う。 

５．ロータリー年度半ば 

６．地区大会の後 

  我がクラブでは現状３回/年しか実施してお

りませんので、増えるのかと思っております。 

  最後にガバナーより取組みのお願い事項とし

て、 

１．規定審議会後のクラブの柔軟性への対応状 

    況とその効果や影響についてのアンケート 

    調査 

２．30名以下のクラブについてのアンケート 

    調査 

３．RLIの開催 

４．サイン・メーキャップの是非についての検 

    討 

 

会員増強部会   

 

  次年度会員増強委員長 本田節 

   歴年数：13年9ヶ月  

  職業分類：郷土料理 

 

 
 
  次年度部門のテーマは、｢会員の多様性をは

かりクラブの個性を発揮させよう｣です。 

 又、地区スローガンでは｢ロータリーを信奉

し、奉仕に行動しよう｣となっております。 

  バリー・ラシンRI会長は会員増強、特に女性

の入会を奨めています。また、会員維持への取

り組みも重視されています。それを受けて地区

方針では、会員増強部門に関しまして、各クラ

ブ純増1名以上、特に女性会員となっていま

す。 

  ｢会員増強｣はロータリーの目的でしょうか。

それも重要ですが、｢会員増強｣はクラブ運営の

活性化（会員基盤の向上）のための手段である

と思います。会員一人一人が｢会員増強｣を行お

うとすれば、当然、ロータリーの歴史を、ロー

タリーの目的をしっかり頭に刻み、自分のロー

タリークラブの良さを、楽しさを多くの人に熱

く語れなければなりませんと会員増強部門長 

熊本江南RC硯川昭一氏は語られております。 

 熱く語れる会員が増えることによって、クラ

ブは活性化し、更に女性会員・若い会員・ベテ

ラン会員も一体となる事によって、多様性のあ

る個性的なクラブになり、有意義な奉仕活動に

繋がって行くと思います。それは同時に会員維

持になり、それは新会員を惹きつけて行くと言

うことを、まさに熱く語られました。 

 

 6つのクラブが優良事例として発表され、熊

本ロータリークラブでは全会員に推薦をしてい

ただき、50名のリストを作り、職業分類事に仕

分け、全員で増強に努められ、現時点で14名の

増となっており、会員減少となれば会費を上げ

なければいけないという危機感を持たせ、100

周年では100名の会員を目指していると発表さ

れました。 



  東南ロータリークラブでは、7名増と言うこ

とで、グループ毎に班を分け、定期的に現状を

発表されているということです。 

  大分中央ロータリークラブでは、野球部を新

設され、バイクツーリング同好会を作り、同じ

趣味を持つ仲間作りを努めることによって、会

員増強を推進しているということでありまし

た。 

  また、大分1985ロータリークラブでは、夜の

例会に知人を連れてきてもらいロータリーへの

関心を持ってもらう。また、先輩が新入会員を

飲み方に誘うなど親睦に力を入れていらっしゃ

るとのことでした。 

  最後に、パストガバナー 玉ノ井溥明氏によ

り、講評があり、人口の50％が女性であるので

女性会員の増強に努めてほしい。また、若い人

でも入会出来やすいよう、会費の見直しが必要

でないかと講評されました。 

 今回も大変有意義な地区研修・協議会であり

ました。 

有馬年度においても、益々の皆さまのご協力の

もと増強に努めてまいりたいと思いますので、

宜しくお願い致します。 

 

 

 【寄付カード】  

    ニコニコ箱委員会  山本知枝 
 
〈ニコニコ箱委員会〉 

・RID2650 八日市南RC下田政寿様  

  久しぶりにメークアップさせて頂きます。                               

                                      

・寶代誠志会員 今回、おかげ様で正式に会員 

  として入会することになりました。何も分か 

  りませんがどうぞ宜しくお願いします。                                               

                                      

・延岡会員 寶代様、人吉RC入会おめでとうご 

  ざいます。どうぞ宜しくお願いします。 下 

  田様ようこそ人吉RCへ!!仕事でもお世話に 

  なっておりありがとうございます。   

・井手会長 寶代所長、ご入会おめでとうござ 

  います。いっしょにロータリーを楽しみま 

  しょう。下田さん御来訪ありがとうございま 

  す。                                

・伊久美会員 寶代様の入会を大歓迎いたしま 

  す。                                

・有馬会員 ○寶代さんの入会おめでとうござ 

  います。○下田さんご来訪ありがとうござい 

  ます。○米山功労者表彰ありがとうございま 

  す。                                

・石蔵幹事 寶代所長のご入会を心よりお喜び 

  申し上げます。これから宜しくお願いしま 

  す。下田様のご来訪歓迎申し上げます。 

                                     

・葉山会員 寶代さんの入会を歓迎して   

・原田会員 誕生祝ありがとうございました。 

  寶代様入会有難うございます。下田様ご来訪 

  有難うございました。                

・堤正博会員 本日結婚祝と誕生祝をいただき 

  ました。ありがとうございました。結婚50 

  年、76歳になりました。これからも宜しくお 

  願いします。                        

・渡辺会員 寶代様、入会おめでとうございま 

  す。誕生祝ありがとうございます。    

・戸髙会員 27回目の結婚祝をいただきありが 

  とうございます。                    

・武末会員                            

・山本会員 お祝頂きました。ありがとうござ 

  います。                            

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・馬氷会員 誕生祝頂きありがとうございまし 

  た。寶代会員ご入会おめでとうございます。 

  私も1年前、地元出身と紹介してもらったこ 

  とを、ついこの前のように感じました。これ 

  からも宜しくお願いします。          

・伊久美会員 ニコニコカードと同文     

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・浅野会員 孫の成長は速く、今年私の次女の 

  長女が就職、次女大学進学、三女が人高へ、 

  次男が西小へ入学となりました。人高へ行く 

  三女は会社設立と同じ年で感慨もひとしおで 

  す。長男は社会人3年目になります。 

・中川会員 新会員として寶代誠志様の入会お 

  めでとうございます。又、下田様の来訪あり 

  がとうございます。心より歓迎申し上げま 

  す。奉仕の為早退させて戴きます。    

・山田会員 九電人吉営業所長寶代様の入会、 

  心より喜んでいます。今日からロータリーを 

  いっぱい楽しんで下さい。           

・ゴルフ愛好会 ３ヶ月分のチャリティーで 

  す。 愛好会の皆さんが上手になれば寄付が 

  減りますので、上達はほどほどにお願いしま 

  す。                                

     

 

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 


