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来訪者紹介     有馬宏昭 会長 

  
      

   人吉ＲＣ名誉会員   

      高嶋康二 様 
        

   

 

 

 

 

      会長  有馬宏昭 

 

  本年度、人吉ロータリークラ

ブ６２代会長を拝命いたしまし

た、有馬宏昭でございます。 

浅学菲才の身ではございます

が、一所懸命、皆様のお役に立

つよう最善を尽くしてまいりま

す。これまで同様、ご支援ご協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

  ロータリー会長年度は、「○○丸」と船の運航

に例えられます。「安心」「安全」「快適」に船

を進めていくためには、羅針盤が必要です。会長

職は単年度ですので、船長として初めての航海。

「ロータリーの目的」「四つのテスト」「効果的

なロータリーの定義」「ロータリーの標語」を羅

針盤として、本年度クラブ運営を進めてまいりま

す。 

  本年度のバリー・ラシンRI会長は「インスピ

レーションになろう」髙山泰四郎ガバナーは、

「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」を

テーマに掲げられました。 

  私の本年度テーマを決定するにあたり、改めて

「ロータリー活動は何のためにやっているか」、

「ロータリーに入会して得られたこと」等を沈思

黙考し、「人生二度なし」～よき出会いを～にい

たしました。ロータリークラブに入会後、多くの

方との出会いがあり、たくさんの気づき、学びを

頂いたからです。 会長職は重責です。しかし、

求めればこれまで会いたくても会えなかった方と

の出会いがより多くあると思いますと、今からワ

クワクしています。   

  昨年度、２回に亘るクラブフォーラムで「例

会・委員会の活性化」についての会員の皆様から

多くの貴重な意見をいただきました。その内容を

下記の本年度計画の中に盛り込みました。会員の

皆様の満足度が向上し、クラブの基盤強化である

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 



会員増強に繋がればと思います。 

本年度計画としましては 

①クラブの活性化 

 ・例会、委員会の活性化…各委員会担当例会 

   の実施 

②人吉ロータリークラブならではの奉仕活動の 

  実施 

 ・高校生の進路選択支援事業（アンケートと 

   出前講座の実施）の実施。 

 ・人吉ロータリークラブにふさわしい奉仕活 

   動についてクラブフォーラムを実施 

 ・５年以上の継続事業については見直しを検 

   討。 

③公共イメージ向上を図る 

 ・マイロータリー登録とマスコミへの積極的 

   発信 

④会員増強 

 ・純増２名達成を目指す 

⑤持続可能なクラブのための管理運営の整備強化 

 ・５年後、会長・幹事でも事務を可能にする 

   マニュアル作成案策定 

 ・奉仕活動費を安定的に確保するためのニコ 

   ニコ箱の見直し等 

  前年度井手会長が実施なさった、各委員会での

担当例会を本年度も実施いたします。 

委員長を中心に、皆さんがワクワクする担当例会

を主体的に、企画運営していただければと思いま

す。 

  新しい奉仕活動として、次代を担う地元高校生

のための進路選択支援事業を計画しております。 

  会員増強は、会員の皆様のお力をお借りして、

会員の純増２名を達成します。また、入会３年未

満の会員につきましては、地区大会、他クラブの

ＭＵ等に推薦者と共に参加し、ロータリークラブ

の良さを多方面から確認していただければと思い

ます。そして将来、クラブや地区のリーダーにな

り、人吉ロータリークラブを成長発展するクラブ

に導いていただく人材になっていただくことを期

待し、増強活動を進めて参ります。 

  「人生二度なし」この思いを忘れずに、一回一

回の例会での出会いを大切に、歴史と伝統ある人

吉ロータリークラブにふさわしい、例会や委員会

活動、奉仕活動等を創意工夫してまいります。 

  これらの実践が、バリー・ラシンＲＩ会長の

テーマ「インスピレーションになろう」に 

繋がり、地域が発展し、結果クラブが活性化して

いくものと確信します。 

１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

     

 

                  幹事 新堀純子 

 

①理事会の承認事項の報告 

1号議案 青木一幸副幹事の理事会オブザーバー 

        出席の件    

2号議案 例会時間及び場所変更の件  

  7月6日 新旧理事役員歓送迎会例会18時30分より 

 8月17日 納涼家族会 例会18時30分よりとする。 

 9月28日 早朝例会 例会6時より、場所変更 人吉 

         城跡ふるさと歴史の広場とする。  

 10月5日 月見例会例会18時30分より  

         場所変更 ひまわり亭とする。  

12月21日 忘年会例会18時30分よりとする。  

 1月11日  新年会例会18時30分よりとする。  

 3月29日 花見例会18時30分より 

         場所変更 石亭の館とする。  

 4月19日  職場訪問例会 場所変更(未定)とする。 

 6月 7日 賀寿例会18時30分よりとする。  

3号議案 クラブ協議会開催日程の件  

 3回（7月13･20日、1月18･25日、6月14･21日） 

4号議案  ガバナー公式訪問日程の件    

  8月24日(金)とし、11時～12時(ガバナー面談） 

  12時30分～13時30分（例会・ｶﾞﾊﾞﾅｰｱﾄﾞﾚｽ) 

  とする。懇親会は人吉・多良木・人吉中央3ク 

  ラブ合同で8月23日(木)鍋屋本館において開催 

  する。      

5号議案 例会休会及び取り止め日程の件  

  祝日に伴う取止め  

    8月10日･11月23日･12月28日･1月4日･2月15日 

    3月22日･5月3日 の計7回とする。  

  年4回の取止め  

    9月14日･11月16日 の計2回とする。  

6号議案 名誉会員の件    

   原田英一氏、高嶋康二氏の２名とする。  

7号議案 出席免除会員継続の件   

  愛甲康会員、有村隆徳会員の２名とする。        

     （有村会員は7/1～9/30 の3ヶ月）  

8号議案 メークアップ適用の件   

    家庭集会及び次年度委員会の各々２回まで。 

    ｷｯﾁﾝｶｰ関連事業・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ例会・式典その他 

    理事会で承認した行事とする。  

9号議案 あゆの里例会食事代の件 

    和洋食1,600円(税込)カレー1,000円(税込)で 

    契約する。     

10号議案  100万ドル食事の件  

   月２回をめどに実施する。  

11号議案  ビジター費の件   

      1名2,000円とし、ガバナー･ガバナー補佐 

      は対象外とする。  

12号議案  ｾﾐﾅｰ･地区行事･周年行事参加の旅費          

     の件 車代（燃料費：大分1万円熊本5千円）    

     高速代は実費とする。バスをチャーター 

     する場合は、運転手も業者を手配する。 

13号議案 ローターアクトクラブの助成金の件  

         年間40万円とする。   

14号議案  事務局員給与の件  

          前年度と同様とする。   

15号議案 ロータリー財団への普通寄付の件 

         1人150ドルを目標とする  

         会員より40ドル/年、新会員20ドル/年 

16号議案 米山奨学会への普通寄付の件  



    1人6千円に対し会員より４千円負担、不足分 

    を100万$の食事より支出する。特別寄付を合 

    わせ１人平均15,000円を目標とする。  

17号議案 ５大親睦行事負担金の件  

    参加者より3,000円の負担をお願いする。 

    月見例会・花見例会の会費については随時別 

    途に取り決める。    

18号議案 例会出席の時、原則としてノーネクタ 

    イとする。スーツ・ネクタイ着用のときは事 

    前に連絡する。    

19号議案荒尾ＲＣ創立40周年全員登録の件  

20号議案 各団体後援依頼の件 

 人吉市暴力追放協議会年会費10,000円  

 人吉球磨総合美展：ﾛｰﾀﾘｰ賞として10,000円 

 犯罪被害者支援センター賛助会員費20,000円 

 人吉お城まつり協賛金20,000円   

 人吉ｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌ大会広告及び協賛金20,800円 

 人吉・球磨の民謡全国大会協賛金10,000円  

 人吉市国際交流協会年会費10,000円  

 青井阿蘇神社おくんち祭り協賛金10,000円  

 ひとよし春風マラソン大会抽選会賞品提供5,000円 

 熊本県青少年育成県民会議 賛助会員年会費2,000円 

 球磨川音楽祭 名義後援    

 熊本第6ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ開催クラブ負担金 

        （登録料 2000円×会員数）  

21号議案 新堀純子会員の職業分類変更の件 

   （関連分類）環境衛生（分類）公衆温泉 
                    ↓ 
   （関連分類）建設業 （分類）建築 

  

報告事項      

《RI分担金について》    

人頭分担金：１人あたり64ドル 

 (前期32ドル 後期32ドル）   

規定審議会分担金１人あたり1.0ドル前期のみ） 

《2720地区 会員負担金について》   

地区運営分担金12,000円（前･後期とも6,000円） 

公共イメージ運営費600円（前・後期とも300円） 

地区大会分担金 4,500円（前期のみ）  

日本青少年交換委員会分担金 

  200円（前・後期とも100円）   

青少年交換分担金   800円（前後期とも400円） 

②７月のロータリーレート 110円 

③配布資料 

  ・11/16～11/17 地区大会案内チラシ（大分） 

  ・髙山ガバナーよりガバナー月信Vol.01 

④回覧物 

  ・人吉医療センター広報誌「翔」 

  ・11/4(日)宇佐八幡ＲＣ創立30周年記念式典 

    の案内 

④掲示物 

  ・荒尾ＲＣより新役員の挨拶 

  ・熊本東南ＲＣより例会の変更 

  ・映画のチラシ「ブレス」 

 

  

     委員長  馬氷慎哉 

    ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  有馬宏昭会長より会長就任記念として、新堀純

子幹事より幹事就任記念として、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。  

    
  
【親睦委員会】               委員長 竹長一幸 

 

【寄付カード】     ニコニコ箱委員会 山賀勝彦      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・高嶋康二名誉会員                     

・有馬会長 山賀委員長、一年間宜しくお願い申 

  し上げます。会員の皆様一年間宜しくお願いし 

  ます。                                

・新堀幹事 皆様一年間宜しくお願いします。 

                                        

・浦田会員  有馬年度の門出を祝して。    

・石蔵会員 有馬会長、新堀幹事の船出を心より 

  お喜び申し上げます。                  

・中川会員 有馬会長、新堀幹事、就任おめでと 

  うございます。一年間以上頑張って下さい。       

                                        

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  74.60％ 

欠 席 者 数 16名  6 / 2 2 例 会 75.0% 

出 席 者 数 46名 補 填 数 12名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 93.75% 

＊届け出欠席   青木・渕田・原田・寶代・板﨑・岩下・小林清 

   村田・村山・内藤・中村・延岡・岡・戸髙・漆野 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ   

 6/11.6/12 次年度委員会合； 

        丸尾・大賀・宮原・有馬・延岡・尾上 

 6/16熊本南RC60周年； 

        板﨑・宮﨑・片岡・村山・小林清・外山 

７月の誕生祝い  

寶代誠志会員      4日     

北 昌二郎会員 10日    

 鳥井正徳会員    23日  

７月の結婚祝い  

寶代誠志会員 ４日  



・葉山会員 先週出し損なったので、①井手前会 

  長、石蔵前寛治、お疲れ様でした。②有馬会 

  長、新堀幹事一年間頑張って下さい。雨のス 

  タートですが、有馬会長と水野副会長がしっか 

  り踏み固めておりましたので大丈夫!だと思い 

  ます。                                

・井手会員 昨年度は大変お世話になりありがと 

  うございました。有馬会長、新堀幹事、今年度 

  宜しくお願い致します。直前会長として精一杯 

  応援させて頂きます。                  

・他会員全員スマイル                   

〈米山記念奨学委員会〉 

・宮原会員 井手前会長、石蔵前幹事、一年間お 

  つかれ様でした。有馬会長、新堀幹事の出港を 

  祈念致します。一年間頑張って下さい。  

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・中島会員 有馬・新堀年度を祝します。井手･石 

  蔵年度すばらしい年度でした。感杯!!    

 

           点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

         新旧理事役員歓送迎会 
       

  

                  進行：親睦委員長 竹長一幸 

 

会長挨拶 

◇前年度理事・役員へ感謝の言葉  

                              会長 有馬宏昭 

  井手会長、石蔵幹事１年間お疲

れ様でした。前年度５月の６０周

年記念式典の１か月後が井手年度

のスタートでした。準備期間が短

い中に、理事･役員の選任、すぐ

さま定款細則の変更を実施。戦略

計画委員会での中長期ビジョン策

定など年度計画通り実行なさいました。節目を超

えて進化（より良き変化）を促すという会長テー

マの通り、人吉ロータリークラブの更なる成長発

展のための組織強化に努められたことに、後に続

くものとして心より感謝申し上げます。 

  井手会長年度、６０周年の答礼で７回、来てい

ただいたクラブの周年事業に参加しました。 

もちろん参加出席いただいた会員にご尽力頂いた

おかげですが、このことは答礼に訪問しお礼する

までが、人吉ロータリークラブの６０周年であ

り、答礼で初めて６０周年が完了するという井手

会長の強い思いに会員が答えたものです。  

剣道では、残心と言いますが、打突後も油断せず

に次の攻撃に備える心構えを言います。残心が

あって初めて有効打突１本になります。６０周年

のセレモニーが終わった後に、しっかりと人吉

ロータリーの更なる発展に備えた節目を超えて進

化（より良き変化）を促す１年でありました。 

 井手会長、石蔵幹事１年間 貢献いただきあり

がとうございました。言葉が足りず意を尽くしま

せんが、お礼の言葉とさせていただきます。 

 

◇井手直前会長と石蔵直前幹事へ花束と記念品贈呈 

◇新年度理事・役員の紹介 

◇ゴルフ愛好会 

 井手会長杯優勝賞品披露 

 有馬会長杯優勝目録贈呈 

 

 

 

 

◇乾杯 

   伊久美パスト会長 

 

◇人吉ＲＡＣ新年度役員メンバー紹介・会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇手に手をつないで 

 

 

◇閉会  

   水野虎彦副会長 

 

 


