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2 0 1 8年 8月 1 7日 

第 ６ 回 例 会 

  会長の時間  

  幹事報告、出席率報告、会務報告 

  人吉ＲＡＣ（会長の時間、幹事報告） 

  2017-2018年度出席率100％達成者表彰 

  ニコニコ箱・寄付カード  

  納涼家族会 
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       人吉ＲＣ・人吉ＲＡＣ 合同例会 

              納涼家族会 
 

 

点 鐘              有馬宏昭  会長   
                                           
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 加登住 亮SAA委員長 

 

 

 

 
 
司会･進行     石蔵尚之プログラム委員 
  
        

 

            

 

 

 

 

 

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

      会長 有馬宏昭 

 

会長の時間です。 

今日のテーマは「偉い人」です。 

偉い人と聞いて、どのような人を

思い浮かべますか？ 

お金持ちでしょうか？大臣や大学

の先生でしょうか？ 

直近で私が「偉いな」と思ったお

二人を紹介させていただきます。 

８月１５日、山口県周防（すおう）大島町で行方

不明になっていた２歳の男の子が、３日ぶりに発

見されました。 

発見したのは、大分県の尾畠（おばた）春夫さん

７８歳。６５歳で鮮魚店を辞め、残りの人生を社

会にお返ししようと、車中泊をしながらボラン

ティア活動をなさっている方です。 

熊本地震災害ボランティアや広島豪雨災害ボラン

ティアに参加、迷子の報道を見て自分だったら助

けられるかもしれないと、居ても立っても居られ

ずに、大分日出町から周防大島まで、車を飛ば

し、１４日に現地入りなさっていました。 

１５日の朝、親御さんから、分かれた場所を確認

後、７００ｍまっすぐ山を登り、２０分後に迷子

を発見します。 

我が家にも１歳７か月の孫がいます。他人事でな

いといいながら、私はテレビを見ながらやきもき

しているだけでした。 

尾畠さんは、自ら軽ﾄﾗを運転し、大分から山口ま

で駆けつけています。 

「人の命って重いから、何かお手伝いさせてもら

えないかなと思って参加した」 

「尊い命が助かってよかった。“おいちゃん、こ

こ”と言ったときは嬉しかった」 

ボランティア活動費は年金から捻出。救出後、理

稀（よしき）ちゃんの祖父からお風呂を勧められ



②連絡事項 

 ・人吉市青少年育成市民会議より第２回部会開 

   催の案内→鳥井委員長 

・職業奉仕研修セミナーの開催案内 

   日時９月２２日大分、もしくは２９日熊本 

   →石蔵委員長へ 

・Ｒ財団研修セミナー開催案内 

  日時 ９月１５日大分もしくは１０月６日熊本 

  →国際奉仕和田委員長へ 

・2018～2019年度地区大会登録の案内 

  →FAX案内出欠をとります。 

・「少年の主張」熊本県大会開催案内 

    場所 菊池市 

③掲示物 

・「人吉球磨総合美展」ポスターとチラシ 

・ガバナー公式訪問による他クラブ例会変更 

   （熊本･熊本東･熊本北･熊本ｸﾞﾘｰﾝ）RC 

④回覧 

・人吉球磨の民謡全国大会入場チケットの協力 

  依頼（1枚100円） 

・人吉医療センターより広報誌 

⑤配布 

 人吉RC後援の球磨川音楽祭のチラシ 

  チケット販売（須恵文化ホール） 

  

    副委員長  板井英朗 

  

 

【ＳＡＡ】                委員長  加登住 亮 

  次回8/24ガバナー公式訪問例会について 

①食事は別会場にて11時45分開始、例会は12時 

  30分点鐘です。服装は、スーツ･ネクタイ･ 

  バッジ着用。 

②人吉球磨の民謡全国大会チケット販売 

③球磨川音楽祭チケット販売(須恵文化ホール） 

 

 

 

ても、ボランティアは自己完結ですからと、

断っておられます。 

尾畠さんの飾らない謙虚な生き方、能動的な生

き方を見て「偉いな」と感動致しました。 

 

二人目は、去る８月５日（日曜日）メルパルク

熊本での米山記念奨学セミナー参加しお話を聞

いた、米山親善大使 モンゴル出身のエンフボ

ルド・ボロルトヤさんです。 

ボロルトさんは、米山学友であるジャンチブ先

生が作られた新モンゴル高校出身です。 

２０１０－２０１２山形大学工学部在籍中、米

沢RCの米山奨学生になります。途中アメリカに

短期留学。モンゴルに帰国した後、モンゴル米

山学友会創立理事となります。 

モンゴル学友会では、日本人慰霊碑内の植樹、

「家庭の医学」のモンゴル版を作成し無料配布

を実施。２０１６－２０１７年度３４５０地区

ツェツェーグンRAC会長、その時会長賞受賞 

在モンゴル日本国大使館勤務、期間中モンゴル

を来訪した安倍首相には３度面談。 

現在は日本でAI関連企業任務。先般は、西日本

豪雨被害災害に対してモンゴル学友からの見舞

金を届けていただきました。 

言語はモンゴル語、日本語、英語が話せ、ハン

グル、ロシア語は読めるとのこと。 

モンゴルと日本の懸け橋として八面六臂の活躍

をしています。 

彼女のモットーは、「新しいことにチャレンジ

する」。米山奨学生のすばらしさを、彼女の奉

仕の実践で教えていただきました。 

ご紹介しましたお二人は、世のため人のために

なることを受け身でなく、能動的に実践なさっ

ています。 

ロータリアンが目指す「超我の奉仕」であり、

本年度バリー・ラシンRI会長が唱える「インス

ピレーションになろう」の実践者でした。 

「偉い人」と思っている方は、「超我の奉仕」

を実践なさっている人でした。 

私も、偉い人であるお二方を見習い、自分に出

来ることを、コツコツとやっていこうと思いま

す。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

       幹事  新堀純子 

 

①理事会承認事項 

・９月７日公共イメージ委員会担当例会の場所 

  を㈲システムランド（人吉市上薩摩瀬町）に 

  変更 

・髙山ガバナーより西日本豪雨災害の支援金→ 

  会員１人につき2,000円負担 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  61.90％ 

欠 席 者 数 24名  8 / 3 例 会 80.95% 

出 席 者 数 38名 補 填 数 3名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 85.71% 

＊届け出欠席   青木・渕田・堀川・板﨑・岩下・川越・小林清 

  馬氷・宮﨑・村田・村山・内藤・中川・中村・大賀・岡・大久保 

  髙山・戸髙・外山・塚本・堤脩・山口・山本 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ   

  7/20戦略計画家庭集会；青木   

  8/2増強関連3委員会合同家庭集会；宮原 

  8/16クリーン人吉；北      



【人吉ローターアクトクラブ】 

 

会長挨拶 

    会長  尾方佑梨 

      「神様ご先祖様の話」 

 

幹事報告  

    幹事 久保山慧美 

・現在の会員数について 

・本日の見学者の紹介 

・地区行事参加のお知らせ 

 

 

 

【出席委員会】    前年度委員長 原田知一郎 

【寄付カード】    

〈ニコニコ箱委員会〉 

・有馬会長 本日の納涼家族会には我家から5人 

  参加させていただきました。ありがとうござ 

  います。お世話いただきました親睦委員会、 

  ＳＡＡの皆様に心より感謝申し上げます。 

                                      

・井手会員 昨年度の100％表彰者32名の皆様に 

  達成をして頂き、誠にありがとうございまし 

  た。                               

・他会員62名納涼家族会全員スマイル  

 

 

          点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

   

□家族入場 

 

 

□会長挨拶 

  皆さん、こんばんは。今夜は

納涼家族会です。お盆明けで何

かとご多用の中、このように多

数のロータリー家族の皆様、

ロータリアン、アクターの皆様

に参加いただきました。ありが

とうございます。 

  歴史と伝統のある人吉ロータリークラブ、本

年度第62代会長を仰せつかっております、有馬 

宏昭と申します。スローガンを 人生二度なし

～良き出会いを～とし人吉ロータリークラブの

更なる発展のため力を尽くしてまいります。 

１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  私共ロータリアンは、日ごろ親睦、職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕を実践し

  納涼家族会 

          2017-2018年度  

   出席率100％ 達成 ３２名表彰       
  
 

   安達 玄一   有馬 宏昭   原田 知一郎 

   葉山 稔洋   平田 フク   寶代 誠志 

   本田 節    井手 富浩   伊久美 寛志 

   石蔵 尚之   板井 英朗   片岡 啓一 

   加登住 亮   川越 公弘   増田 隆二 

   宮原 和広   水野 虎彦   村田 武澄 

   永尾 禎規   中川 貴夫   中島 博之 

   延岡 研一   新堀 純子   高山 征治 

   武末 憲一   鳥井 正徳   堤   脩 

   浦田 繁喜   渡辺 洋文   山賀 勝彦 

   山田 仁法   山口 令二 

 

 プレゼンター 

   井手直前会長 

表彰者代表 

  浦田繁喜会員 

 参加  ロータリー家族（大人81名 子ども16名） 

    

                                進行  親睦委員長 竹長一幸 



ていますが、その奉仕活動が出来ますのも、支

えていただいております家族の皆様のお陰でご

ざいます。この場をお借りしまして、心より御

礼申し上げます。 

  家族の皆様へ、日頃の感謝を込め、美味しい

料理と様々な企画をご用意しております。 

お時間の許す限り、お楽しみくださいますよう

お願い申し上げます。 

  最後になりましたが、本日の納涼家族会にご

協力いただきました、親睦委員会、SAA、ロー

ターアクトの皆様に心より感謝申し上げ、会長

挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございます。  

 

□乾 杯   

 

 伊久美寛志パスト会長 

 

 

□アトラクション 

 

○×クイズ  ・ ゲームコーナー 

 
♡ 手作りうちわ ♡ コーナー 

 

 

 

□閉会  

   水野虎彦 副会長 

□ 手に手つないで 


