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      会長 有馬宏昭  

 

  皆様こんにちは、来訪者の紹介をさせていただきま

す。国際ロータリー第2720地区 熊本第６グループ 

伊藤俊一ガバナー補佐です。後ほどクラブ協議会の講

評をお願いいたします。水俣ＲＣ黒田徹真会長もご来

訪いただきました。ありがとうございます。 

 2720Japan O.K.ロータリーＥクラブより宮迫賢太郎会

長、佐藤知博幹事、村田武職業奉仕委員長ようこそお

いでいただきました。本日は、中川宝星会員の職場で

ある人吉球磨車両への職場訪問のため、人吉にお越し

になりました。よろしくお願いいたします。 

 会長の時間です。 

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

 先日、京都大学総長 山際壽一さんのエッセイを読

みました。霊長類研究の一人者です。ゴリラの研究と

かで有名な方です。その記事の中で、サルやゴリラと

違い、人間には大きな白目を持っていることが大きく

違うと書いてありました。人間は、白目がありますの

で相手の気持ちを読み取ることができます。上目遣い

に人を見る、視線を合わせない、そんなことが出来ま

す。 

 コミュニケーションをとりたくないときは、サング

ラスをかければ何を考えているかは、人に知られませ

ん。白目は強みでありますが、弱みでもあります。な

んか納得したものですから。本日案内させていただき

ました。 

 仕事柄、怖い方にお会いすることがあります。 

そんな時、やっていることがあります。 

車の中で、２～３分「にーっ」と笑うのです。そう、

口角を上げて「にーっ」と笑います。その勢いで、

「こんにちはー」と音階でいうとソの音程で大きな声

で、お相手の目を見てあいさつします。そうします

と、大体大丈夫です。大学では、教育心理学を専攻し

ました。難しいことも学んだのですが、あんまり覚え

ておりません。一番印象に残っていますのは、鈴木康

平先生の青年心理学の講座の中で先生がおっしゃった

言葉です。会う人すべてに心開く訳ではありません

が、自分が３０度心を開くと、相手も３０度開きま

す。９０度だったら９０度。１８０度だったら１８０

度です。基本は自分。心を開いた分相手も心を開くの

です。というお話が４０年前聞いたお話を今でもあり

ありと思い出します。 

 人生二度なし、良き出会いを求め努めてまいりたい

と思います。会長の時間を終わります。 

 

  幹事 新堀純子 

 

①連絡事項 

・2/23人吉中央RC30周年、3/9熊本RC創立80周年の出 

 欠をラインとFAXでとらせていただきます。ご返信 

 を宜しくお願いいたします。 

②配布 ガバナー月信1月号 荒尾RC創立40周年記念誌 

 



・  村田武委員長  

 本日は例会に参加出来て光栄です。貴クラブの 

 益々のご発展をお祈り申し上げます。温かく迎え 

 て頂き、御礼申し上げます。       

・水俣RC伊藤俊一ガバナー補佐 本年初の訪問で 

 す。ＩＭの案内に参りました。宜しくお願いいた 

 します。                

・水俣RC黒田徹真会長 あけましておめでとうござ 

 います。本年も宜しくお願い申し上げます。久し 

 振りの訪問をたいへん嬉しく思いニコニコしま 

 す。ＩＭへ人吉ロータリークラブ様からの多くの 

 参加をお願いします。          

・堤脩会員 金婚のお祝いをしていただきありがと 

 うございました。             

・原田会員 皆様、御祝頂き有難うございました。 

 嫁からくれぐれも宜しく伝えてくださいと言わ 

 れたことを忘れておりましたので加えておきま 

 す。５日が正式な銀婚式なのでとりあえずそこま 

 でガンバリます。紀子様有難う。     

・有馬会長 伊藤俊一ガバナー補佐、黒田徹真水俣 

 RC会長、宮迫会長、佐藤幹事、村田委員長ご来訪 

 ありがとうございます。堤脩パスト会長、原田会 

 員、金婚.銀婚おめでとうございます。    

・有村会員 早退します。         

 

              点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

     第２回クラブ協議会 半期報告 前半 

 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 
委員長）水野虎彦 副）青木一幸 

  委員）片岡啓一 井手富浩 宮﨑智弘 中川貴夫 

        延岡研一 渡辺洋文 鳥井正徳 本田 節 葉山稔洋 

戦略計画委員会では、去年9月10日の例会において

クラブフォーラムを開催致しました。その結果の詳

細は割愛致しますが、多く目立った意見として3点

ございました。 

①人吉RCならではの奉仕活動は、財団補助金を利用

したチャレンジカップ、キッチンカー事業、人吉

RC”未来の夢”奨学金、であること。が共通の認識

であるようです。 

②中学生柔道大会への助成の是非。意見多数。今後

の被選理事会で検討して参ります。 

③海外交流の見直し意見。 

これら、クラブフォーラムの結果については去年の

11月8日に家庭集会を開催し検討し、また、今後の

特別会計の予算が逼迫している問題についてもこの

家庭集会において解決策を検討したところです。今

後これらを充分に検討し、次年度の運営、及び中長

期の運営に活かして参ります。 

 

 

 

 

 

 

   委員長 馬氷愼哉 

 

【親睦委員会】 

   金銀婚祝い 記念品と花束贈呈  

     金婚    堤  脩・裕子夫妻  

     銀婚   原田知一郎・紀子夫妻 

  

 【来訪者挨拶・バナー交換】 

 

      会長 宮迫 賢太郎様 
  
 本日はメークアップにまいりま

した。私共の例会もぜひご覧くだ

さい。いつでも参加出来ます！お

待ちしております。 

   

 

 

【ゴルフ愛好会】    担当 後藤竜一 

・12月ワンオンチャリティー3300円を人吉RC奨学金 

 へ寄付します。12月のゴルフ優勝者は鳥井会員で 

 した。おめでとうございます。 

・1月ゴルフは1/27(日) 球磨ＣＣ9時30分集合です。 

 当日の夜18時30分より“創菜畑ひがし”にて新 

 ルール勉強会を開催します。  

・２月のゴルフは人吉中央RC創立30周年記念ゴルフ 

 大会に合わせて行います。ご案内いたしますので 

 早めの出欠をお知らせください。 

 

【寄付カード】 

〈Ｒ財団委員会〉 

・堤脩会員 ニコニコカードと同文      

・葉山会員 堤脩先生の金婚 原田会員の銀婚、お目 

 出とうございます。            

〈米山記念奨学委員会〉 

・堤脩会員 ニコニコカードと同文     

・葉山会員 Ｒ財団カードと同文       

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・堤脩会員 ニコニコカードと同文      

・葉山会員 Ｒ財団カードと同文       

〈ニコニコ箱委員会〉 

・ 宮迫賢太郎会長 

 今日はおじゃまいたします。貴クラブの益々のご 

 発展を祈念して。             

・  佐藤知博幹事  

 メークアップさせて頂き有難うございます。 

 私共の例会は1週間のうちにいつでも参加できるの 

 が特長です。ぜひ一度ご覧になって下さい。 

 https://ok2720eclub.jp         

＊届け出欠席   中村・大賀・石蔵・戸高・中川・内藤・武末 

 寶代・宮﨑・浅野・岡・山田・和田・丸尾・渕田・山本・村山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 17名  1 / 4 例会取止め  

出 席 者 数 45名   

0名   



【Ｒ情報委員会】 
委員長）中島博之 副）中川貴夫 

  委員）伊久美寛志 浦田繁喜 高山征治  

わがクラブ会員の在籍年数表をみまして 

（平成30年7月1日現在）在籍者64名 

 45年以上1名、40年以上4名、30年以上13名…20％ 

 20年以上25名…39％、10年以上42名…66％ 

 10年未満22名…34％ 

 5年以上が9名・3年以上が5名・3年未満8名 

となっています。ロータリーの情報で20年以上の会

員に耳あたらしい情報はあるでしょうか？あまりな

いと思っています。過去10年間の会報に掲載された

ミニ情報を整理して、その中から適時掲載でいいだ

ろうと思っています。若い会員にお願いしたいこと

は今一度この人吉RCは熊本県で2番目に出来たクラ

ブだと言う事を再度認識していただきたいと願って

います。62年の歴史を作ってきた先輩諸氏の気持ち

の中には、この「熊本県で2番目」これがしっかり

と根付いていたからこそ、いろんな会合に驚くよう

な出席者数を堅持できたのであろうと感じていま

す。若い会員さん是非あたまの中に・・。 

今後の計画は、◎人吉クラブの歴代会長・幹事を紹

介しながら、自分が入会したときを想い心新たに

ロータリーに励んでいただきたいと思っています。 

◎1985年（昭和60年2月）Ｒ創立80周年に当たりRI

はポリオプラス計画を発表。日本は40億円を5年間

で寄付を集める計画が49億円達成、この地球上から

「本当にあと少し」で撲滅達成できそうなポリオプ

ラスを整理して届けたいと思います。  

 

【親睦委員会】 
委員長）竹長一幸 副）山田仁法 

  委員）北昌二郎 鳥井正徳 堀川匠太 寶代誠志  

毎月の第一例会では結婚・誕生日記念のお祝いをさ

せていただきました。親睦会としては7月6日に新旧

役員歓送迎会、8月17日に納涼家族会、10月5日に月

見会、10月19日に3000回記念例会、12月21日に忘年

会、1月11日に新年会を行いました。おかげさまで

新年会チャリティーオークションでは116,500円の

売上をあげることが出来ました。賞品を提供してい

ただいた会員の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。今後の親睦会の行事としては3月に花見例会、6

月に賀寿会を予定していますので皆様のご参加をお

願いいたします。 

 

【ＳＡＡ】 
委員長）加登住亮 副）安達玄一 

  委員）村山能史 村田武澄 増田隆二  

落ち着いて話を聞けることができる、例会の環境づ

くりに取り組んでいます。開始1時間前くらいから

の席順などの会場設営と配布物等の準備物、例会に

必要なパソコン関連のデータ管理、来賓のアテン

ド。別会場の場合はそれ以上に時間をかける場合も

あります。例会中では、ソングリーダー、映像・音

響全般の操作、来賓のアテンド。時には、チケット

の販売となります。稀に委員会メンバーだけでは手

が足りず、他の方にお手伝い頂いていることもあり

ます。委員をはじめ皆様のおかげで滞りのない例会

を運営できています。感謝いたします。 

半期を迎え、スムーズにはなっていますが、皆様が

よりリラックスできる例会を目指しています。行き

届かない面もあるかと思いますが、あと半期なんと

か乗り切って行ければと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

【プログラム委員会】 
委員長）青木一幸 副）岩下幸司 

  委員）片岡啓一 石蔵尚之 尾上暢浩 

年度始より、①プログラム内容の充実、②昼食時の

親睦時間の確保、③時間内の効率的運営、の３点を

基本的な活動方針に据えて運営しています。とりわ

け、プログラム内容の充実については、会員の皆さ

まに少しでも例会出席の意義を感じてもらえるよう

に、外部の有識者方からの卓話のみならず、様々な

知見や経験をお持ちである会員の仲間の方からお話

をしていただく機会も作るように心がけています。

これからの後半も、引き続き「例会に行きたい」と

思っていただくようなプログラム運営に努めていき

たいと思います。 

 

【ニコニコ箱委員会】 
委員長）山賀勝彦 副）岩井和彦 

  委員）武末憲一 有村隆徳 小林祐介 内藤靖雄 

本年度は150万円を目標としスタートしましたが、上

期実績は、スマイル326,000円、ビジタースマイル

58,000円、ニコニコ瓶33,217円、合計417,217円でし

た。下期行事はオークションもありますが100万円を

目差しております。方針に会員家族、事業所の慶び

やお祝い事をタイムリーにニコニコして頂くように

とあります。厳しい状況下ではありますが、ご協力

を宜しくお願い致します。 

 

【出席委員会】 
委員長）馬氷慎哉 副）板井英朗 

  委員）川越公弘 丸尾 孜 原田知一郎 

〇メークップの奨励 

残り半期となりますが、いい刺激にもなりますし、

おひとり様1回は是非ともアクト例会への参加をお願

いします。 

〇無断欠席3回目で委員会よりコスト削減の趣旨を 

 伝える 

残念ながら該当の方がいらっしゃいますので主旨を

伝えます。再徹底ですが欠席の場合は当日午前10時

までに事務局へ連絡をお願いします。 

※無断欠席についてコスト面から捕捉します。例会

の昼食の平均金額は約1,300円。ポリオワクチンは1

回分15.1円（日本ユニセフＨＰより）投与回数は最

低2回です。一人当たり約30円です。ということは、

お一人が1回無断欠席した場合、約43名分が無駄とな

る計算です。会員皆様でコスト意識を今以上に持っ

ていきましょう。 

 

【会員増強委員会】 
委員長）本田 節  副）平田フク 

  委員）延岡研一 愛甲 康 友永和宏  

会員増強はクラブ活動運営の活性化の為の必須の

テーマであり、委員会としても増強に努めておりま

す。先日会員の皆さまから推薦名簿をあげていただ



きましたので、それぞれの人的ネットワークを持っ

て、有馬会長を始め会員の皆さまとお話しにいって

いるところであります。計画純増２名ということで

ありますので、今年度中には目標を達成していきた

いと思っておりますので会員の皆様方のご協力をお

願いいたします。 

 

【職業分類委員会】 
委員長）大賀睦朗 副）大久保勝人 

  委員）外山博之 山口令二 和田栄司  

本日までの入退会者はなく、理事会との協議は特に

なく、現在まで職業分類についての疑問点、問題点

についても特にありませんでした。今後も入会者の

可能性の高い職業の分類を検討し、今後の会員確保

につなげていくことが必要であると考えています。 

 

【会員選考委員会】 
委員長）宮原和広  副）浅野 強 

  委員）堤 正博  堤 脩 

現在のところ推薦者はありませんが、今後推薦者が

ありましたら会員増強、職業分類と連絡を密にし迅

速に理事会へ報告致します。 

 
【公共イメージ委員会】 
委員長）葉山稔洋  副）戸髙克彦 

  委員）渡辺洋文 井手富浩 宮﨑智弘 

当初の計画に対し、①表敬訪問は7/6青井阿蘇神社参

拝のあと、球磨地域振興局・人吉新聞・人吉警察

署・人吉税務署・人吉市役所・人吉商工会議所7/9を

無事に済ませました。②人吉RCの活動内容は、随時

FB等を利用し、広報しております。何といっても石

蔵会員がおられるのが力強、感謝申し上げます。 

また、10月19日の3000回例会の事をロータリーの友

に投稿をしておりますが、未だに返答待ちの状況で

す。③マイロータリーの22％を予定では、50％にと

もくろんだのですが、残念ながら今現在3名増の

26.56％です。(登録者は安達、青木、有馬、後藤、

葉山、井手、石蔵、岩井、片岡、増田、水野、中

川、延岡、戸高、友永、和田、渡辺計17名) 登録が

出来たと勘違いされている方(本田、加登住、村田、

新堀) ④IT研修会はシステムランドで移動例会を

し、マイロータリーの登録とメールの基礎知識等に

取り組んだ。 

※家庭集会は、11月25日に渡辺会員の釣ってこられ

た太刀魚で終了しました。残る課題は、Eクラブへの

メーキャップ方法の指導となりました 

 

【雑誌委員会】 
委員長）後藤竜一  副）板﨑幸範 

  委員）岡啓嗣郎 小林清市 山本知枝 

ロータリーの友の購読は、ロータリアンの義務であ

る。友を通じロータリーの精神、活動への理解を深

め、今後の人吉クラブの活動の参考になるような内

容の紹介に努める。との方針のもと活動していま

す。計画の遂行状況は、7月より毎月行っております

が、スケジュールの関係もあり非常にタイトな持ち

時間の中、工夫を凝らしながら紹介をさせていただ

いております。会員協力においては、9月に寶代会員

にご協力をいただきました。また下期には馬氷会員

よりご承諾をいただいております。引き続き他の会

員の皆様にもご協力のお願いをさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

③の会員企業の事務所及び待合室等に常備してもら

う。については具体的には出来ておりませんので、

この場をお借りして改めてお願いいたします。特に

銀行や病院の待合室といった不特定多数の方々が来

られるところにおいては、是非ともお願いいたしま

す。④については、10月19日の3000回例会の件を公

共イメージ委員会より投稿をいただいております。 

 

【クラブ会報委員会】 
委員長）塚本哲也  副）漆野智康 

  委員）永尾禎規 中村太郎 渕田秀雄 

皆様には会報の原稿作成、また外部卓話者への原稿

依頼等、日頃よりご協力を頂きありがとうございま

す。会報作成にはタイムリーな写真を掲載し、より

分かりやすくと心掛けておりますが、何かお気づき

の点や改善点等があればお申し付け下さい。当初掲

げました方針計画とも、委員の方々、会員の皆様、

事務局のお力添えを頂き順調に行われております。

今後もお手数をお掛けしますが、今まで同様のご協

力をお願い致します。 

 
【社会奉仕委員会】 
委員長）延岡研一 副）村田武澄 

 委員）丸尾 孜 本田 節 加登住亮 後藤竜一 

        寶代誠志 

委員会事業としては10月13日に「人吉RCチャレンジ

カップ陸上競技大会」を開催しました。本年度で４

回目となりましたが、参加者は球磨支援学校と球磨

工業高校の登校日と重なり選手、スタッフ・ボラン

ティア合わせて150名規模の大会となりました。 

ロータリアンは当クラブ24名、人吉中央RC6名、水

俣RC2名、交流事業を行っていた多良木RC2名、芦北

RCが1名の合計35名の参加でした。（アクト2名も参

加）当クラブ会員はもとより、伊藤ガバナー補佐を

はじめ参加して頂いた6グループの各クラブの会

長、会員も皆様に感謝申し上げます。 

収支報告は、地区補助金266,760円とクラブ特別会

計300,000円、合計566,760円の予算に対し、地区補

助金、クラブ特別会計からの支出が同額239,021

円、合計478,042円となりました。今回で大会に必

要な備品が概ね揃いましたので次回以降は参加人数

にもよりますが40万円台前半の予算に納められるの

ではないかと思います。 

なお、今後は各学校の行事等を事前に把握して日程

を決めていく必要があると思います。 

 また、「おくんち祭り街頭募金」においては、村

田副委員長に対応して頂き多額の募金を収集して頂

きました。お世話になりました。 

 

【伊藤ガバナー補佐 総評】 

会員数が多いクラブは大変だなと、会

長の苦労がわかります。本日は管理運

営部門のクラブ協議会でしたが、年度

計画を着実に実行されている印象を受

けました。各委員会が今後大いに活躍

されることを期待いたします。 


