
  
       井手年度最終例会 

 

点 鐘        井手富浩 会長   

                                           

歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 青木一幸SAA委員長 

 

 

 
 
 

司会･進行     新堀純子ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   井手富浩会長 
 
    荒尾ロータリークラブ     会長 石崎信雄 様 

    創立40周年記念式典 実行委員長 清田裕幸 様 

                             委員 那須敏史 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さ

せて頂きます。 

  荒尾RCより、石崎信雄会長です。続きまし

て、清田裕幸 創立40周年記念式典実行委員長で

す。続きまして、那須 敏 実行委員の3名の皆様

です。本日は、本年9／8（土）に開催されます

荒尾RC創立40周年の御案内に来て頂いておりま

す。御来訪ありがとうございます。   

  皆様ご存知の様に荒尾RC様とは、予てより、

友好クラブ同様の永い交流があり、また、昨年

の当クラブの60周年にも全員登録して頂き、当

日も15名の参加を賜りました。誠にありがとう

ございました。次年度になりますが、その友情

に報いるべく、全員登録、多くの会員の皆様で

答礼に伺いたいと思っております。後程御挨拶

を頂きます。宜しく御願い致します。 

通 算 2 9 8 6 回 

2 0 1 8年 6月 2 9日 

第 4 2 回 例 会 

  さて、今年度の最終例会となりました。 

振り返ってみますと、2015年12月、延岡年度の

年次総会で石蔵現幹事と共に会長ノミニーとし

て、御承認を頂き、2016年12月、本田年度の年

次総会で有馬ノミニーの誕生により、会長エレ

クトとなり、約半年間の準備期間を頂きまし

た。 爾来 2017年2月のPETS、4月の地区研修協

議会で、永田バガナーの想い、地区の方針等を

学ばせて頂きながら、当クラブの本年度の方針

計画、予算の策定を進めてはまいったのです

が、5／20の60周年という「節目」また、3年毎

の規定審議会の決議によるクラブ定款変更とク

ラブ細則の変更という「節目」もありまして、

クラブ全体の計画や各委員会の計画に充分な時

間をかける事ができず、計画の不備や各委員

長、委員の皆様方には、大変御迷惑をおかけし

ました。しかしながら、本年度のクラブ事業

は、後程スライドで1年を振り返らせて頂きます

が、不手際もたくさんあったとは思いますが、

皆様方の御協力のおかげ様で、ほぼ計画通りに

全て実施する事ができ、成果を残すことができ

ました。会員の皆様、またアクトや御家族も含

みます、全ての人吉ロータリアンファミリーの

皆様方に心より感謝を申し上げます。ありがと

うございました。 

  私にとりましても、この貴重なクラブ会長と

しての1年間は、お二人のパスト会長の御逝去と

いう悲しい出来事もありましたが、これまでの

人生の中で、最も充実し、また輝かせて頂いた1

年でありました。その様な中、赤面する様な失

敗も多々ありましたが、スタッフは元より、全

ての会員の皆様、そしてなによりも、現在19名

おられる歴代パスト会長の皆様方の暖かい励ま

しの御言葉、アドバイスが、私にとりまして、

大変ありがたいものでありました。そして本

日、只今の心境は、NHKの大河ドラマではありま

せんが、「アイガトゴザイモシタ」「オセワニ

ナリモシタ」等、ただ「感謝」の言葉しかあり

ません。本年度クラブスローガンに「節目を超

えて進化（より良き変化）を促す」を掲げさせ

Ｐ１～２ 

Ｐ２～３ 

                  

Ｐ３～６ 

       

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

  会長の時間 、 幹事報告.一年を振り返って 

  荒尾ＲＣ40周年ご案内、出席率報告 

  寄付の申し出、会務報告 

  井手年度回顧「一年を振り返って」 

   ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ  

                              本日の進行 



て頂き、その実現にどれだけ貢献できたかは、定

かではありませんが、伝統ある人吉RCの第61代会

長として、その歴史の1ページをきざませて頂い

たことは、私にとって一生の誉となりました。 

  今後、全ての皆様方に頂いた御恩に感謝し、そ

の頂いた御恩を御返し、私自身にもそうして頂い

た様に、それをさらに先に送っていく、「恩送

り」に精進してまいりたいと思っております。 

  最後になりましたが、毎週二回以上、例会や各

イベントの段取り、打合せ、実施に力を合せて頂

いた、石蔵幹事、新堀プログラム委員長、そして

事務局の緒方さんに最大限の感謝を申し上げ、言

葉が足りませんが、最後の会長の時間とさせて頂

きます。 

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） 

・永田ガバナーより、本年度の地区ロータリー活 

  動についての感謝のメッセージが届きました。 

  →回覧 

・高山ガバナーエレクトよりポリオに関連しまし 

  た映画上映についてのご紹介が届きました。機 

  会がありましたらぜひ皆さんにもご覧いただき 

  たいとのことです。→回覧 

・熊本南RCより創立60周年記念式典参加のお礼が 

  届きました。→掲示 

・日田RCより創立55周年のお知らせが届きまし 

  た。今年10月6日に開催される予定です。詳し 

  くは追ってご案内があります。 

・八代RCより会報が届きました。→回覧 

・人吉市みどり推進協議会の総会資料が届きまし 

  た。→回覧 

・本日のスマイルは現金でお願いいたします。 

 

 （１年を振り返って） 

  頼りない幹事でしたが、クラブ活動が無事に終

えられたことは委員長、会員の皆様のおかげだと

感謝申し上げます。１年間を振り返り、皆様には

ロータリー活動に年齢は関係ないことを目の当た

りにし、勇気と元気をもらいました。 

  創立60周年の答礼など多くの事業に皆様と共に

参加し、井手会長の方針にあります「節目を超え

て進化を促す」という61年目の歩みを進めること

ができたと思っております。私自身、何かと至ら

ぬ点が多々あり、反省は尽きませんが、事務局の

緒方さんのアドバイスに助けられました。何より

も、真面目で思いやりに溢れた井手会長の姿に学

ぶことは多く、感謝申し上げます。皆様、本当に

1年間ありがとうございました。 

 

    委員長  原田知一郎 

 

【来訪者より】 

     荒尾ＲＣ創立40周年記念式典ご案内  

   会長 石崎信雄様 

実行委員長 清田裕幸様 

                          委員 那須 敏史様 

        開催日 ９月８日（土） 

        会  場 ホテルヴェルデ  

        記念式典 16時～ 

        記念講演 17時～ 

           講師 嘉門タツオ氏  

            ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ・荒尾市観光大使  
         演題 「思春期から今  夢を持ち続けて」 
 
       祝賀会 18時30分～20時    

       登録料 会員10,000円 同伴8,000円 

 人吉ＲＣ皆様の多数の御来場を会員一同心より

お待ちしております。 

     

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  井手富浩会長より会長終了記念として、石蔵尚

之幹事より幹事終了記念として、Ｒ財団、米山記

念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委員会へご寄付があ

りました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  71.88％ 

欠 席 者 数 18名  6 / 1 5 例 会 81.25% 

出 席 者 数 45名 補 填 数 12名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 100% 

＊届け出欠席   有村・岩下・大久保・山口・山田・尾上・中村 

  浅野・竹長・外山・加登住・宮原・渕田・堀川・板﨑・小林清 

  岡・丸尾 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   

 6/11.6/12 次年度委員会合；堀川・寶代・中川・宮﨑・片岡 

 6/16熊本南RC60周年；中村・有村・尾上・山本・渕田・大賀 

                     大久保   



 

    

【キッチンカー管理運営委員会】 

                            委員 中川貴夫 

 ロータリーの公共イメージを目的としたキッチ

ンカー出動の報告。 5/23～5/24開催 

 「第13回食育推進全国大会ＩＮおおいた」  

           

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】      

                   次年度委員長  水野虎彦 

        2019-2020年度    

    RI国際大会INハワイへ行こうご案内 

  次年度、2018-2019年度の人吉ＲＣ戦略計画委

員会計画の１つとして、年に１度の”ローリー

の祭典”２年後の国際大会ホノルル大会を記念

し本事業を実施する運びとなりました。2020年

度６月６日(土)～10日(水)、ハワイ ホノルルに

於いて国際大会が開催が決定されており、それ

に向けて希望者を募り、2年の積立をし旅費に充

てます。詳しい案内を後日お配りいたしますの

で、ご検討戴きますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

【Ｒ情報委員会】        委員長  中島博之 

  新しいロータリー情報の冊子の注文をとって

おります。回覧名簿に必要な冊子をご記入下さ

い。 

 

【次年度】                副幹事 新堀純子 

  次年度よりお知らせです。人吉ＲＣのライン

を作ります。今後は行事案内（出欠等）の連絡

方法をラインで行ないます。ライン以外の方は

これまで通りＦＡＸでお知らせ致します。選択

表を回しておりますのご記入下さい。 

 

 

【 井手年度回顧 】 

 

     一年を振り返って 

                

                会長  井手富浩  

 

◇2017.7.7新年度スタート  

  青井神社参拝、表敬訪問、新旧歓送迎会 

◇2017.7.28 米山奨学生 王辰寧さん卓話 

 

 

 

 

 

 

 

◇2017.8.18 納涼家族会 

 

 

 

 

 

 

 

◇2017.8.25  渕田・板﨑・山本 会員入会式 

             人吉ＲＣ奨学生卓話 

◇2017.9.1 人吉税務署 園田孝幸署長卓話 

 

 

 

 

 

 
 

◇2017.9.29 永田壮一ガバナー公式訪問 

 

◇2017.10.6 月見例会  

    ひまわり亭 

 

 

 

 



◇2017.10.8 第8回輝く瞳に会いに行こう 

           全国大会 In KUMAMOTO-HITOYOSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2017.10.20 地域発展功労者表彰 

             相良藩「吉組」様 

◇2017.10.29 熊本第6グループＩＭ 多良木町  

◇2017.11.11 阿蘇ＲＣ創立50周年式典 

◇2017.11.12  

  第3回 人吉ＲＣチャレンジカップ陸上競技大会 

 

◇2017.12.1  

 元人吉ＲＣ米山奨学生 

 ブ・ゴク・チェン君 

 来訪 

 

 

 

 

 

◇2017.12.15 忘年会 

2017.12.22  

  ヘルスサポート卓話  

   岡 啓嗣郎会員 

 

 

 

 

 

◇2018.1.12  新年会   増田隆二会員 入会 

 

◇2018.2.2 人吉警察署  

    森 教烈署長卓話 

 

 

 

 

◇2018.2.23 職場訪問例会 

 後藤会員事業所 特別養護老人ホーム千寿園訪問 

 王辰寧さん最後の例会参加 

 

◇2018.2.23 王辰寧さん送別会 ひまわり亭 



◇2018.2.24 八代ＲＣ創立60周年 

◇2018.3.17 地区大会 

  ガバナー特別賞 受賞 

  熊本･大分地震復興への歩み 

   命のロータリーキッチンカー報告発表 

◇2018.3.30 花見例会  石亭の館 

 

◇2018.3.31  

 熊本城東ＲＣ30周年 

 

 

 

 

◇2018.4.6 

 球磨地域振興局 

 國武慎一郎局長卓話 

 

 

 

 

◇環境保全委員会  

  4/22アースデー   1人1本苗木植樹活動  

 

◇人吉ＲＣ奨学生認定証贈呈式 第1回奨学金支給 

  球磨工業高校4/12  人吉高校4/19 

◇2018.4.14 多良木ＲＣ創立50周年式典 

◇2018.5.11 優良職員表彰式 

 

◇2018.5.18  

青少年奉仕委員会卓話 

 市 教育部 古賀真司様 

 

 

 

 

◇2018.5.26 熊本中央ＲＣ創立30周年式典 

 

 



◇2018.6.16 熊本南ＲＣ創立60周年式典 

 皆様には 一年間大変お世話になりました。 

 ありがとうございました。        

 

 

【寄付カード】   

         ニコニコ箱委員会 武末憲一 

 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・荒尾ＲＣ 石崎信雄会長、 清田裕幸創立40周年実 

  行委員長、那須敏実行委員 様 

  この度、本年9月8日(土)創立40周年を迎える事に 

  なりました。本日ご案内を配らせて戴きました 

  が、ぜひ多数の御来場を会員一同大歓迎致しま 

  す。                                     

・井手会長 皆様、1年間大変お世話になりました。 

  誠にありがとうございました。本日感無量です。 

                                          

・石蔵幹事 1年間大変お世話になりました。最初で 

  最後の『大枚』ニコニコします。          

・堤脩会員 井手会長、石蔵幹事、理事役員、地区出 

  向の皆様、1年間御苦労様でした。          

・有馬会員 ○井手会長、石蔵幹事一年間お世話にな 

  りました。お疲れ様でした。○荒尾ＲＣ石崎会 

  長、清田委員長、那須様、ご来訪ありがとうござ 

  います。40周年楽しみに伺います。         

・鳥井会員 井手会長、石蔵幹事、お疲れ様でした。 

  ご苦労様でした。何事にも強い意欲が感じられ、 

  とても充実した1年間だったと思います。    

・安達会員 井手会長・石蔵幹事 のリーダーシップ 

  に心より敬意を表したいと思います。明日の 

  フォーチュンアクトが最後になりますが、ダイア 

  ナ妃とお待ちしています。一年間ありがとうござ 

  いました。                               

・本田会員 井手会長、石蔵幹事、一年間本当にお疲 

  れ様でした。そしてお世話になりました。素晴ら 

  しい真心ある年度でした。荒尾ＲＣ皆様のご来訪 

  を歓迎します。                           

・堤正博会員 ○井手会長、石蔵幹事一年間ご苦労様 

  でした。すばらしい活動でした。ありがとうござ 

  いました。○荒尾ＲＣよりのご来訪ありがとうご 

  ざいました。盛大な40周年になりますことを期待 

  します。                                 

・浦田会員 井手会長、石蔵幹事さん、この一年間大 

  変御苦労さまでした。充実したクラブ運営に敬意 

  を表します。更に会長の卓話は勉強になりまし 

  た。                                     

・渡辺会員 井手会長、石蔵幹事、無事ゴールインお 

  めでとう！                               

・新堀会員 一年間ご協力いただきありがとうござい 

  ました。石蔵幹事が打合せに来られなくなるのが 

  不安です。                               

・延岡会員 井手会長、石蔵幹事、一年間お疲れ様で 

  した。すばらしい１年でした。             

・内藤会員 井手会長、一年間お世話になりました。 

                                           

・原田会員 井手会長、石蔵幹事、一年間お疲れ様で 

  した。また、出席委員会の皆様、大変お世話にな 

  りました。                               

・片岡会員 井手会長、石蔵幹事、一年間ご苦労様で 

  した。                                   

・水野会員 井手会長、石蔵幹事、一年間お疲れ様で 

  した。                                                                          

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 荒尾RC40周年おめでとうございます。石 

  崎会長、清田実行委員長、那須実行委員、ようこ 

  そおいで戴きました。式典出席させて戴きます。 

  井手会長、石蔵幹事お疲れ様でした。また頑張り 

  ましょう。                               

・延岡会員 ニコニコカードと同文            

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・髙山会員 井手会長、石蔵幹事さん、一年間お疲れ 

  様でした。感謝合掌。また、荒尾ＲＣの皆様、40 

  周年に向かってのご来訪本当にありがとうござい 

  ます。                                   

・延岡会員 ニコニコカードと同文            

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 今月で井手年度コンペが無事終了し 

  ました。来月の取切り戦に出場される方々は優勝 

  目指して頑張って下さい。                 

・延岡会員 ニコニコカードと同文            

・片岡会員 ニコニコカードと同文            

 

 

 

           点 鐘  井手富浩 会長 

 

 


