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 会長の時間です。 

 １０月は、５日に月見例会、

１３日には、チャレンジカップ

（知的障がい者陸上競技大

会）、１９日に３０００回記念

例会、２６日に やまえおはな

しグループおひさまの地域発展功労者表彰と

いった事業を行うことができました。これもひ

とえに各委員長をはじめとする会員の皆様のお

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

かげです。ありがとうございます。 

また、これら実施した事業を丁寧に、人吉新聞

に掲載していただきました。記事を見た方から

の問い合わせやお褒めの言葉をいただきまし

た。ロータリークラブの公共イメージアップに

つながります。石蔵直前幹事に心より感謝申し

上げます。 

 日々、職業奉仕をしている中で、先日、学ん

だことがありました。 

紹介させていただきます。 

 永年、市内で小売店を営んでおられた店主

を、営業で訪問しました。すると、後継者がい

ないし自分で決めた年齢になったので、店をた

たもうと思うとおっしゃいます。残念ですと申

し上げました。 

 そのあとで、「この１年、店をたたむと決めて

いたので、お一人お一人のお客様に、丁寧に接

していました。すると、売り上げも上がり、利

益も伸びました。」とおっしゃいました。顧問

の税理士さんからも、もったいないですねと言

われたとのこと。 

 売り上げの伸び悩みを、田舎だからとか、不

況だからと外部環境を言い訳している自分があ

ります。「丁寧な仕事」をしているのか。日々

確認しなければと思った瞬間でした。 

 

 人吉ロータリークラブ細則第４条 第１節 年

次総会 １２月３１日までに（慣例により１２

月第一例会日）開催し、そこで次年度の役員と

理事の選挙を行うものとする。 

第１条 理事および役員の選挙 

第１節で 役員を占拠すべき会合の１か月前の

例会において、その議長たる役員は会員に対し

て会長（次々年度）、副会長、幹事、会計およ

び８名の理事を指名することを求めなければな

らないとあります。会員の皆様に候補者指名を



【親睦委員会】      委員 寶代誠志 

 

 

 

 

【職業奉仕委員会】 
  
  RI2720地区 職業奉仕セミナー報告 

              幹事 新堀純子 

 

 9月29日県民交流館パレアで

職業奉仕研修セミナーがあり

ました。研修を受けてからす

でに1ヵ月過ぎており、記憶が

薄れておりましたので、研修

で録音した音声を聞きながら

報告資料を作ろうとしたところ非情にも最初の

挨拶部分しか録音されておらず、たいへん

ショックを受けているところです。 

 職業奉仕という言葉は難しく理解できていな

いのですが、研修でいただいた資料に「ロータ

リーの樹」という絵が載っていて、木の根の部

分がクラブ奉仕、大きな幹が職業奉仕、枝と葉

に青少年奉仕、社会奉仕、国際奉仕と書いてあ

りました。私にとって職業奉仕とはただ単に自

求めます。 

 次回の例会１１月９日までに、私か新堀幹事

まで、申し出くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 水野次年度会長の次の会長を決めることにな

ります。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

会長の時間を終わります。 

 

   

    幹事  新堀純子 

 

①連絡事項 

・本日月初めとなっておりますが今月の理事会 

 は、例会終了後となっておりますので、理事 

 会承認事項につきましては 来週ご報告いた 

 します。 

・今月はＲＣ財団月間となっていますので、来 

 週の9日ロータリー財団の卓話を設けており 

 ます。  

・熊本ＲＣより、創立80周年記念大会のご案内 

 に30日に実行委員会の方々が来訪。 

・熊本県青少年健全育成県民フォーラムが12月 

 1日開催されます。 

 →青少年奉仕委員会の鳥井委員長にお渡し 

②掲示 

・人吉中央ＲＣより例会取り止め、変更の案内 

・人吉教育長より第65回記念人吉球磨総合美展 

 についてのお礼状 

 

 

 

  副委員長 板井英朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 18名  1 0 / 1 9 例 会 73.02％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 1名   

1名 修 正 出 席 率 74.60％ 

＊届け出欠席    平田・和田・石蔵・中村・竹長・伊久美 

        大久保・岩下・青木・浅野・山田・永尾 

        馬氷・井手・小林祐・葉山・宮原・尾上 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 10/13 チャレンジカップ；延岡 

         

片岡啓一会員   1日   安達玄一会員  2日 

浅野 強会員   2日   塚本哲也会員  3日 

山口令二会員  4日   本田 節会員  11日 

 堀川匠太会員  14日  北昌二郎会員  18日 

 浦田繁喜会員  21日 堤 脩会員   23日

 竹長一幸会員  23日

    永尾禎規会員  3日  愛甲 康会員   5日 

本田 節会員  10日  片岡啓一 会員 15日

板井英朗会員  16日 岡啓嗣郎会員  22日

水野虎彦会員  28日 尾上暢浩会員  29日

 



分の会社の仕事をしてくる意味くらいにしか

思っていなかったので、なぜ職業に奉仕がつく

の？という疑問だらけでしたが、この絵を見る

と仕事をすることが職業奉仕ではなく、「職業

を通して社会奉仕をする」という意味がわかる

ような気がしました。 

 四つのテストについても、最初に「真実かど

うか」がくるので「何が？何のこと？」と心の

中でつぶやいていました。しかし、この研修

で、四つのテストは４番から読むと理解しやす

いと教えていただきました。４の「みんなのた

めになるかどうか」これは相手のことを考えて

行動することです。その行動が３の「好意と友

情を深め」、２の「みんなに公平か」につなが

り、１番の「真実かどうか」で信頼につなが

る、ということです。 
 
 グループ討議では、元米山奨学生の方と同じ

班になり、その方の話で盛り上がりました。九

大大学院の３年間米山奨学金を受けていた話か

ら、他の地区では３年間も同じ奨学生を受け入

れられることに驚き、奨学生にとって途中で奨

学金がなくなるのは大変なことなので、良い制

度だなと感じました。今は結婚して熊本で不動

産業をされています。起業した時にロータリー

に入りたいと思い、受け入れてくれるクラブを

探し、現在熊本東南ＲＣに所属されています。

行動的な方で、ニューヨークのクラブに訪問さ

れたことがあるそうです。海外クラブの訪問も

面白いという話を聞き、私もいろんなクラブを

来訪してみたい気持ちになりました。 

 去年まで人吉ＲＣがお世話をした王辰寧さん

も将来ロータリアンとしてお会いすることがあ

るかもしれません。縁というのは面白いと感じ

た研修会でした。 

 

【社会奉仕委員会】    委員長 延岡研一 
 
   RI2720地区 社会奉仕セミナー報告              

 

 「ＲＣＣ活動状況について」

というテーマで広島廿日市ＲＣ

の川口会長と大藤ＲＣＣ委員長

の話の後、広島廿日市の「ゆう

ほロータリー地域社会共同体」

の森田佐紀子会長の講話を伺い

ました。 

 ＲＣＣ（ロータリー地域社会共同体）とは、

1989年にＲＩの公式プログラムに採用され、Ｒ

Ｉでは崇高な目的と目標が掲げられています

が、わかり易くいうと、 

・地元のニーズに応えるために、ロータリーク 

 ラブと協力して活動するロータリアン以外の 

 人から成るグループ 

・ロータリークラブがスポンサーと成り、協同 

 で奉仕プロジェクトに取り組む、奉仕パート 

 ナー 

・継続的な奉仕活動を展開し、自らが問題を解 

 決できるように自主自助を推進 

・ロータリークラブの提唱で結成、国際ロータ 

 リーが認証 

 する団体で、全国に40近く有り、鹿児島城西

RCにも「ＣＡＮ ＲＣＣ」というのがあるよう

です。 
 
 講演いただいた「ゆうほＲＣＣ」は2004年に

認証され、全会員が女性で、その活動はレ

ディース暴走族「夜叉姫」の解散・更生活動に

始まり、青少年の健全育成活動、高齢者の社会

福祉活動、環境保全活動、イベント等への参加

活動と寸劇や腹話術を取り入れて幅広く取り組

んでおり、ＲＩの目指す目的・目標に十分合致

した活動といえると思いました。 

廿日市ＲＣとしては、年額12万円のクラブ助成

金を出しており、腹話術人形の購入時などに財

団地区補助金を活用してきたとの事でした。 

認証時18名いた会員は現在８名となり、活動の

負担が大きい中、頑張っておられました。 

 ＲＣＣは全国に40近くあるといいましたが、

その活動内容は様々で、また継続が厳しく活動

休止状態のクラブもあるようです。 

 当地区にはＲＣＣ提唱クラブはなく、とても

いい話が聞けたとは思いましたが、言うは易し

行うは難し、の感は否めなかったのが私の感想

です。 

 

 

「第4回人吉RCﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ陸上競技大会」報告   
              
 人吉ＲＣ主催、共催を第６グループ水俣・多

良木・芦北・人吉中央の４ＲＣ、協力団体に人

吉市・球磨郡の陸上競技協会、人吉地区法人会

人吉高校 等のボランティアを頂き開催するこ

とができました。今回、球磨支援学校、球磨工

業高校が登校日のため来られませんでしたが、

選手・ボランティア合わせて150名規模の大会

となり晴天にも恵まれました。 

 来年度の開催については、各学校行事の確認

も必要だと思います。以上、ありがとうござい

ました。 

 

 

 



 

 

【寄付カード】              

〈ニコニコ箱委員会〉  

・堤正博会員 前々例会の3000回例会において 

 1000回例会在籍会員として記念品をいただき 

 ありがとうございました。まだまだ元気で頑 

 張ります。             

・愛甲会員 75歳、後期高齢者に入り、御祝い 

 いただきありがとうございました。   

・浦田会員 結婚祝頂きました。    

・北会員 結婚祝ありがとうございます。ご挨 

 拶させていただきました。ご指名片岡先生あ 

 りがとうございます。        

・後藤会員 昨日人吉税務署長納税表彰式に 

 て、長女が中学生標語の部で表彰を頂きまし 

 た。                

・岡会員 誕生祝いありがとうございます。 

                   

・塚本会員 結婚祝頂きました。ありがとうご 

 ざいます。             

・片岡会員 結婚祝、誕生祝、ワインを2本い 

 ただきました。           

・板井会員 誕生祝ありがとうございます。 

                   

・水野会員 ①誕生お祝いありがとうございま 

 した。②先週土曜日、当家の三女の顔合わせ 

 が無事済みました。あとは次女だけになりま 

 した。良縁がありましたら宜しくお願い致し 

 ます。               

・友永会員 早退します。       

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・本田会員 お誕生祝いと結婚祝いダブルでい 

 ただきありがとうございました。中川会員

（Ｒ財団委員長）よりハッパをかけていただ 

 き、月間でもありますので寄附します。 

                  

・延岡会員 後藤会員のお子さん かのんちゃ 

  んが、税を考える習慣の標語で優秀賞を受彰 

  され、私から賞状を授与させていただきまし 

 た。おめでとうございます。標語は「税金は 

 未来の社会のエネルギー」でした。 

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・堤脩会員 結婚記念日のお祝いをいただきま 

 した。ありがとうございました。   

・延岡会員 Ｒ財団カードと同文    

 

 

 

 


