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  皆様こんにちは。今年度も

あと二回の例会を残すのみと

なりました。 

  本日は最後のクラブ協議会

後半です。先週も申し上げさ

せて頂きましたが、各委員会

の委員長、副委員長の皆様方、また、それぞ

れの委員の皆様方には、１年間 当クラブの活

動、運営に御協力を賜り、誠にありがとうご

ざいました。 

通 算 2 9 8 5 回 

2 0 1 8年 6月 2 2日 

第 4 1 回 例 会 

  さて、先週は、１年前の会長所信の中で、

各例会について述べさせて頂きましたが、本

日は例会以外で、皆様方に御参加頂いたイベ

ントについて、申し上げさせて頂きたいと思

います。まずは、10／8の「輝く瞳に会いに行

こう」全国大会in人吉です。当クラブからも

19名の参加を頂き、全国各地から80名程が参

集し、当日だけで35万円の支援金を「アカ

族」の子供達に送ることができました。 

  次に熊本第6グループIMです。これは10／29

に多良木町の駅前石倉で開催されましたが、

当クラブよりの参加が14名でございました。

本年度会長として唯ひとつ、残念な参加人数

でありました。昨年度 片岡ガバナー補佐、

次々年度中川ガバナー補佐を当クラブより輩

出致しますが、IMはガバナー補佐という役柄

にとりまして、非常に重みのあるイベントだ

と思います。輩出クラブの会員の皆様は元よ

り、グループ内各クラブ、各会員の皆様方の

御協力が必要であり、なにとぞ次年度以降も

多くの御参加を宜しく御願い致します。 

  続きまして、11／12に開催しました、今年

度で第三回目となります「人吉RCチャレンジ

カップ陸上競技大会」です。選手42名、当ク

ラブ及び第6グループ ロータリアンと、その

他御協力頂いたボランティアスタッフ計135

名、 総勢180名弱で「跳び、投げ、走る」に

全員で汗を流すことができました。この事業

はロータリー財団の地区補助金も活用させて

頂き、当クラブの人吉RC奨学基金と共に、新

たなより良き「伝統」となっていくものだと

思っております。 

  さらには、3／17の「地区大会」です。メイ

ンイベントとして、ガバナー特別賞を受けた

本田直前会長の「命のロータリーキッチン

カー」事業の発表もありましたが、本年度も

参加人数44名の最多登録数賞を頂き、永田ガ

バナーのRI 2720地区にかける熱い想いに、少
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しはお応えすることができた事に、会員の皆様

へ感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

  また、昨年度の当クラブの60周年に来て頂き

ました多くのクラブの周年事業にも答礼に伺う

事ができました。11／11阿蘇RC50周年（5→

6）、 2／24八代RC60周年（19→20）、3／31熊

本城東RC30周年（8→16）、4／14多良木RC50周

年（20→34）、5／26熊本中央RC30周年（10→

11）、6／16熊本南RC60周年（14→25）等、私

自身も含め、参加して頂きました会員の皆様方

にもロータリアンとして大変有意義でしたし、

少しでも御恩返しができた事に対しましても感

謝申し上げます。 

  ともあれ、例会でも各種イベントでも「参

加」すること、「参加」して頂ける事が、最も

大事であると思います。「参加」して何かうる

所があった、なかったは、それぞれの受け止め

方だとは思いますが、「参加」しなければ始ま

りません。「参加」して、「為になる」「為に

する」のは、結局は、お一人、お一人の意識だ

と思いますし、オリンピックではありません

が、「参加する事に意義がある」のだと思いま

す。そう考えますと、やはり、例会の出席率や

イベントの参加人数は、重要なバロメーターで

あり、私自身のとっては評価、通知表だと思っ

ております。また、それをいかに上げてゆくか

という事が、直接的にクラブの活性化、クラブ

価値の向上につながってゆく事だと思います。

「参加なくして、成果なし」また、その為に

は、例会を、イベントを、参加したいと思える

様な価値ある魅力的なものに、常に「より良き

変化」を求め続けていかなければならないこと

だと思います。「入りて学び、出でて奉仕せ

よ」 

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） 

・荒尾RCより創立40周年のご案内が届きまし 

  た。9月8日（土）ホテルヴェルデ。来週の例 

  会に荒尾RCより３名の方がお見えになりご案 

  内いただくこととなっております。なお、当 

  クラブ60周年には15名にお越しいただいてお 

  ります。後日、FAXにて出欠のご案内を致し 

  ます。 

・人吉市青少年育成市民会議「第1回部会」（7 

  月2日）のご案内が届きました。→次年度の 

  鳥井青少年奉仕委員長へ 

・第34回インターアクトクラブ年次大会（7月 

  28～29日、大分西部公民館）のご案内が届き 

  ました。→有馬会長エレクトへ 

・例会変更と取り止めのお知らせ。 

  熊本中央RCより7月13日は新旧役員歓送迎会 

  のため18時30分より城見櫓、7月26日はガバ 

  ナー公式訪問合同例会のため熊本ニュースカ 

  イホテル。熊本西RCより7月17日例会は取り 

  止め、26日は同じく合同公式訪問例会。 

・熊本県環境生活部より青少年非行・被害防止 

  全国強調月間のポスターが届きました。 

  →掲示 

・公益社団法人くまもと被害者支援くまもとよ 

  り、賛助会員会費の依頼が参りましたのでご 

  承認いただきました通り特別会計より20,000 

  円を支出致します。 

・2720JapanO.K.ロータリーEクラブより創立1 

  周年記念式典出席のお礼が届きました。当ク 

  ラブより中川パスト会長にご出席いただきま 

  した。→掲示 

・熊本南RC創立60周年の記念品は出席されな 

  かった方の分もございますのでお持ち帰り下 

  さい。 

・今年度最後の請求書を後日送らせていただき 

  ます。年会費も含めましてできればお早目の 

  納付をお願い致します。なお、来週は最終例 

  会です。スマイルは現金でお願いいたしま 

  す。 

・明日から1泊2日で大分市へキッチンカーを走 

  らせます。参加される方は午前5時に葉山葬 

  祭すみれホールにお集まりください。 

 

 

 

    委員長  原田知一郎 

 

 

 

 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  75.0％ 

欠 席 者 数 16名  6 / 8 例 会 取 止 め  

出 席 者 数 47名   

免 除 会 員 出 席 者 数 1名   

＊届け出欠席   丸尾・板﨑・中村・宮﨑・片岡・村山・大賀 

               宮原・有馬・渕田・延岡・尾上・小林清・外山 

               大久保・有村     

＊出席免除会員  (b) 愛甲 



 

 

 

【親睦委員会】      次年度委員長 竹長一幸 

      新年度 第１例会 

     「新旧理事役員歓送迎会」のご案内 

     ７月６日（金）清流山水花あゆの里にて 

         例   会 18時30分点鐘 

         歓送迎会 19時より      

         会 費  3千円 

 

         

【雑誌委員会】       紹介；漆野智康委員長 
             
                 ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友   ６月号の紹介６月号の紹介６月号の紹介   

   

6月はロータリー親睦活動月間です。 

今年度最後の友の紹介です。 

横組み 

横組み表紙から「ゴールまであと少し」 

ロータリークラブの取り組みである「ポリオ

撲滅」、あと少しで撲滅できそうなポリオ撲

滅活動をよく表現してあると思います。 

14ページ 国際ロータリーの親睦活動 

 RIには承認された親睦活動グループが76あ

ります。（15ページ参照） 

   ロータリー親睦活動グループ    

   （www.rotary.org/fellowships） 

27ページ東京RC創立100周年1918(大正7)年設

立     

  東京RC設立から100年と同時に日本のロータ

リークラブ設立から100年ともいえる。 

ちなみに2番目は大阪ロータリークラブ1922

(大正11)年 96年、3番目は神戸ロータリーク

ラブ 1924(大正13)年 94年  

 委員の皆様、友の紹介にご協力いただきまし

た会員の皆様、1年間有難うございました。 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 武末憲一 

〈6/15例会 ニコニコ箱委員会〉 

・武末会員 味岡ガバナー補佐御来訪ありがと

うございました。 

  クイズ：タバコをやめたい時はどうすれば 

          良いのでしょうか？ 

   答え：ガバナー補佐になれば大丈夫です。                                        

                                     

・戸髙会員 味岡ガバナー補佐ご来訪ありがと 

  うございます。                     

・丸尾会員 ニコニコ箱委員会副委員長武末さ 

  ん一年間お世話になりました。                 

・山賀会員 先週の賀寿会に欠席しました。 

  喜寿の祝いで記念品をいただきありがとう 

  ございます。                                             

・石蔵幹事 味岡ガバナー補佐のご来訪ありが 

  とうございます。一年間大変お世話になり 

  ました。                            

・井手会長 味岡ガバナー補佐 ご来訪ありが 

  とうございました。クラブ協議会前半発表 

  の委員長の皆様方、一年間お世話になりま 

  した。ありがとうございました。                        

 

〈本日の ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 最後のクラブ協議会ですが、各委 

  員会の委員長様、副委員長様、また各委員 

  の皆様方には一年間誠にありがとうござい 

  ました。                           

    

         点 鐘  井手富浩 会長 

 

 

 

 

 

 

      第３回 最終クラブ協議会 後半 

 

 

【職業奉仕委員会】 

委員長 岩井和彦  副委員長）友永和宏 

委員）岩下幸司･村山能史･内藤靖雄･中川貴夫 

      板﨑幸範 

  一年間計画に沿って事業を行なってまいり

ましたが、まず、2月23日に後藤会員の事業所 

特別養護老人ホーム「千寿園」の職場訪問を

行ないました。後藤会員・ＳＡＡ委員会その

他ご協力頂きました会員に大変感謝申し上げ

ます。特別養護老人ホームの仕組等を詳しく

ご説明頂いた上、ホーム内部の内覧まで懇切

丁寧にして頂き大変勉強になりました。お世

話になりました。  また、5月11日の例会で優

良職員表彰を行ないましたが、当初6名の登録

しかなくどうしようかと数名の方にお願いし

ましたところ、例年並みの13名の登録を戴き

無事完了する事ができました。ご協力頂きま

した会員の皆様に感謝申し上げます。さすが

ロータリアンと再認識いたしました。 

 以上の計画は無事完了しましたが、職業奉仕



月間卓話は残念ながら実行することが出来ませ

んでしたので反省するところであります。そし

て、“2016年手続要覧（第一部は必須）を読

む”というガバナーからの宿題ですが、家庭集

会の時に委員の皆様にお願いしておりますが、

私を含め出来たかどうかを検証しておりませ

ん。最後になりますが、委員の皆様、会員の皆

様、一年間ご協力頂き感謝申し上げます。 

 

【社会奉仕委員会】 

委員長）延岡研一 副）― 

  委員）馬氷慎哉･村田武澄･新堀純子 

        塚本哲也･渡辺洋文･渕田秀雄 

        寶代誠志     

  12月をもって退会された下田委員長のあとを

継ぎ1月から委員長になりましたが、委員会事

業としては11月12日に開催した「人吉RCチャレ

ンジカップ陸上競技大会」であり、本年度で3

回目となりましたが、競技参加者は過去2回と

ほぼ同数の41名でした。人吉ロータリーの参加

者は24名、熊本第6Gからは本日ご来訪の味岡G

補佐のお声掛けで多良木ロータリーの会員を中

心に22名の参加で同数でした。ロータリー以外

からのボランティアも92名とこちらもほぼ同数

です。合計すると例年同様に180名近い参加者

となり事故も無く盛会裏に終了することができ

ました。 

  次年度も引き続き、第4回目を開催いたしま

すのでご協力をよろしくお願いします。 

 

【環境保全委員会】 

委員長）浅野 強 副）板井英朗 

  委員）愛甲 康･原田知一郎・大賀睦朗 

        岡 啓嗣郎 

方針；全員が環境問題に関心を持ち、地域と地 

      球の環境保全に行動を   

実施内容     

・17年8月5日 市のクリーン作戦で相良護国神 

  社の清掃活動     

・17年10月22日早朝例会 歴史広場の清掃活動 

・18年5月4日市のクリーン作戦で清掃活動  

・18年3月9日環境保全例会で地球温暖化につい 

  て卓話  

・18年4月22日のアースデーに一人１本の植樹 

  で苗木65本手配し配布    

 熊本地震復興で需要が多く予算を2万円オー 

  バー  

 地球は病んでいます、一人ひとりが地球の環

境負荷低減（省エネ、省資源）への行動をお願

いして終わります。 

1年間お世話になりました。  

   

 

【地域発展委員会】 

委員長）堀川匠太 副）安達玄一 

  委員）青木一幸･川越公弘･小林祐介 

        漆野智康 

  この一年間、ロータリーの奉仕の理想を念頭

に、人吉・球磨地域のためにご尽力頂いている

方への支援・協力、また各種イベントへの参

加・協力を行うことを方針として努めてまいり

ました。 

  地域貢献者表彰では、「吉組」様を対象とし

10月に表彰式を行ない、代表の住吉様に卓話を

お願いしました。また、地域イベントの参加協

力として、井手会長をはじめとする役員の皆様

と「吉組」様の行っているくま川鉄道の送迎活

動に参加させていただきました。 

  これで今期の委員会活動は終わりますが、こ

れからも地元人吉球磨のために微力ではありま

すが尽力してまいりたいと思います。一年間、

会員の皆様また委員の皆様には大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

【青少年奉仕委員会】 

委員長）葉山稔洋 副）加登住亮 

  委員）後藤竜一・中村太郎・竹長一幸 

        増田隆二  

  青少年の体と心の健全な育成を図るため、環

境づくりと実践をそれぞれ行った。 

  まず、環境づくりでは、人吉市青少年育成市

民会議に参加、また、5月には人吉市よりの外

部卓話で青少年環境の理解を図った。外部卓話

では、開かれた学校からさらに発展して、共に

作り上げる学校への変化を知り得た。 

 次に実践では、人吉球磨中学生柔道大会への

寄付、また、12月には音楽を通した“心の豊か

さ”プロジェクトとして、プロの演奏家6名に

よるクラッシックコンサートを実施。人吉市立

第一中学校全校生徒の参加で、豊かな感動を共

有できる貴重な機会となった。 

 熊本・大分地震支援プロジェクト「わくわく

元気キャンプ」のサポートも計画していたが、

天候の関係で事業を実施できなかった。中止で

はなく延期であり、次年度での実施を予定して

いる。 

 予算面においても、特に“心の豊かさ”プロ

ジェクトで当初の予算で足りず、理事会のご理

解のもと予算増を承認いただきました。また、

事業実施において会長をはじめ様々な方にご協

力いただきましたこと感謝いたします。 

 

【ローターアクト委員会】 

委員長）永尾禎規 副）水野虎彦 

  委員）平田フク・宮﨑智弘・大久保勝人 

        武末憲一・山本知枝   



  ローターアクトの活動報告としまして、月2

回の例会に続き、昨年は11月に人吉産業祭にお

いてフリーマーケットを行ない、売上金は熊本

地震と九州北部豪雨の復興支援として寄付いた

しました。その翌日は、多良木町で開かれた人

吉ＲＣチャレンジカップ陸上競技大会へボラン

ティアとして協力いたしました。 

  人吉ＲＣ皆様から全員登録して頂きました今

期のアクト最終例会、明日開かれる「フォー

チュンアクト例会」には、地区のアクトクラブ

より多くの登録を頂いております。夜の懇親会

も含めロータリアンの皆様の多数の参加をお待

ちしております。次年度も引き続き委員長を務

めさせて頂きますので、今後も変らぬご支援を

宜しくお願い申し上げます。 

 

【国際奉仕委員会】 

委員長）北昌二郎 副）丸尾 孜 

  委員）有馬宏昭・有村隆徳・尾上暢浩 

        堤 正博  

  本年度の国際奉仕委員会は、青少年交流事業

の訪韓の年でありましたが、朝鮮半島の緊張が

続いている中において、ホームステイを希望す

る子供たちの募集はできないだろうという井手

会長の意向もあり、受け入れはできても、訪韓

はできないという結論となり中止といたしまし

た。  

  そこで大きな事業はなくなりましたが、前期

活動は、第8回『輝く瞳に会いに行こう全国大

会in人吉』のサポート並びに国際奉仕卓話を行

いました。また、外部卓話として2720地区の拡

大委員長片山様にご来訪頂き、国連ハビタット

福岡事務所の活動と片山様が手掛けられたＥク

ラブの設立の経過、そしてＥクラブ会長の植山

様のこれまでのＥクラブ活動と国際奉仕活動な

どビデオレターにて紹介いただきました。片山

様のお話では「今アジアの国々は、急速な都市

化が進み経済成長の一方で、スラムの拡大、居

住環境の悪化など新たな問題が深刻化してい

る。ハビタット福岡事務所はアジア太平洋地域

の住民を主体としたまちづくりをサポートして

いる機関である」ということで、今後の国際奉

仕を考えるうえで、とても参考になりました。

後期の事業は、3月の稲江ロータリークラブ31

周年への参加を考えていましたが、案内が届か

ず、参加を見送りました。 

  外国語セミナーも考えていましたが、開催す

ることが出来ずに、申し訳ありませんでした。 

国際奉仕は結構相手からの連絡待ちというのが

多いので、次年度の委員長さんも大変でしょう

が、協力して行きたいと考えています。本当に

1年間お世話になりました。 

 

 

【米山記念奨学委員会】 

委員長）宮原和広 副）片岡啓一 

  委員）本田 節・中島博之・武末憲一 

        戸髙克彦・山口令二  

  本日までの寄付状況を報告します。前期普通

寄付3000×63名、後期普通寄付3000×62名、特

別寄付（8名）236000、米山カード（6/1現在）

122,000  合計733000です。皆様の温かい寄付

に感謝申し上げます。 

  29年4月より、米山奨学生の受入れ世話クラ

ブとして、中国出身の王辰寧さんを世話してき

ましたが、30年3月で1年間の期間が終了しまし

た。王さんは優秀な成績で卒業し、今は母国の

大学講師として頑張っています。会員の皆様そ

して本田カウンセラーには１年間王さんに温か

く接していただき有難うございました。 

 

【Ｒ財団委員会】 

委員長）和田栄司 副）浦田繁喜 

  委員）伊久美寛志・髙山征治・山田仁法 

  今年はさぼって家庭集会も行っておりませ

ん。グローバル補助金、地区補助金プロジェク

ト（チャレンジカップ）の開催は、延岡社会奉

仕委員長主導の元、今年も行われました。Ｒ財

団寄付認証ですが、ＰＨＦ・マルチプルＰＨＦ

に数名の方がなられました。今後とも活動へご

理解をいただきご協力を宜しくお願いいたしま

す。また、ポリオ撲滅活動につきましては、ア

フガニスタン、ナイジェリア、パキスタンの３

カ国を残すのみとなっています。最後まで気を

抜くことはできません。関心をもって撲滅を目

指したいものです。以上、一年間ありがとうご

ざいました。 

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

委員長）鳥井正徳 副）堤 脩 

  委員）小林清市・外山博之・山賀勝彦 

  奨学基金委員会は、人吉ＲＣ奨学基金委員会    

規則に基づき奨学金の給付に伴う管理運営を

行って参りました。 

  本年度は、8月に会食を共にしながら奨学生

に卓話をお願いし、12月には奨学生の現状報告

や将来の希望など作文によって報告いたしまし

た。また2月には新しい奨学生６名を理事会で

決定いただき、4月には井手会長から「奨学生

認定書」の楯を授与していただいたところでご



ざいます。授与式の様子は毎年人吉新聞に掲載

いただいております。（延べ30名） 

  今後のことについてでございますが、人吉Ｒ

Ｃ奨学金制度規則第10条に「本制度及び規則

は、5年毎に見直し、必要に応じて改正を行

う」とありますので、今年はその年にあたりま

すので11月迄には理事会に図りたいと思ってい

ます。 

  改正の必要性はあるかどうか、改正するとす

れば、支給額、奨学生の人数をどうするかが焦

点になります。奨学基金決算の現状や高校の希

望、会員の皆様の声などを参考にしながら慎重

に検討し、理事会に図りたいと思います。 

 

【キッチンカー管理運営委員会】 

委員長）本田 節  

        中川貴夫・葉山稔洋 

  運営委員会は基本的にその年度の会長、幹事

を中心として戦略会議を開かせて頂いておりま

す。5/17井手会長、石蔵幹事、有馬会長エレク

ト、水野会長ノミニー、新堀副幹事、片岡パス

トガバナー補佐を含め、戦略会議を開催しまし

た。運営については委員会の活動というより

も、人吉ＲＣ全体の活動として捉えて頂くとあ

りがたいと思います。 

  2720地区の支援プロジェクトとして、「月に

１回、“命のロータリーキッチンカー”を走ら

せる｣という計画をたて、様々な方々のご協力

を得て活動しております。本年度の地区大会に

おきまして永田ガバナーより｢ガバナー特別賞｣

を戴き、｢熊本大分地震 復旧・復興に向け

て！未来へ向けて走る“命のロータリーキッチ

ンカー”｣と題して発表をさせて頂くことが出

来ました。 

  また、5/26には前田パストガバナーのお声か

けのもと、熊本ニュースカイにおきまして、

｢熊本大分地震支援対策会議｣が行われ、義援金

の現状報告、各クラブの経過報告、意見交換が

ございました。 

その中、人吉ＲＣのキッチンカーに関しては、 

○他のクラブから貸し出し要請があった時はそ

れに応じる。キッチンカーを利用した事業で震

災に関連するものであれば食材費も人吉RCが推

進している事業費から負担する。 

○事業終了後のキッチンカーの処分について

は、当初、売却して他に寄付するという意見も

あったが、引続き地区の所有にして、今後、当

地区の様々な事業に活用してほしい。 

という了解を得ました。 

  皆様方からも社会奉仕、公共イメージアップ

に繋がるものであれば委員会を通してご利用い

ただくとありがたいと思っております。 

 キッチンカーは明日から２日間、国と地方自

治体の共催で年に１回開催される全国規模のイ

ベント「第13回食育推進全国大会ＩＮおおい

た」に行ってまいります。今回、緊急時に必要

な取組みを全国へ発信する目的で県から要請が

あり出動することになりました。２日間、ロー

タリーの公共イメージアップにつながるよう精

一杯頑張ってまいりたいと思います。 

本年度も多くの皆様そしてご家族の皆様のご協

力もあり目的を達成することができました。 

次年度もご理解とご協力をどうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

 


