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  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
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 会長の時間です。 

 このところ、痛ましい交通事故が

続いています。高齢の夫婦、ご主人

が駐車場で奥さんを轢いてしまった

事故は隣町での事故でした。我が家

も、他人事でありません。９１歳の

母、家内と２歳５か月と５か月の孫

と娘夫婦の同居です。 

 身内を轢いた今回の場合、保険は使えますでしょ

うか？ お話させていただきます。 

 自動車保険は、自賠責保険（強制保険）と任意保

険に分かれています。自賠責保険は、対人事故だけ

対象で、けがは１２０万円、死亡・後遺障害は３０

００万円まで。自賠責保険の上乗せの任意保険の対

人賠償は、保険の契約者が、父母、配偶者、子につ

いてはケガさせても、保険が支払えません。 

 自賠責保険の場合は、支払えないのは、自動車の

持ち主と、運転者です。従いまして、自賠責からは

父母、配偶者、子へは支払えます。 

 現在、乗車中のケガの保険は、搭乗者傷害保険か

ら人身傷害保険という保険に切り替わっています。  

 人身傷害保険は、車を運行中の事故でのケガにつ

いて治療費や、休業損害、慰謝料等の補償が出来る

保険です。 

 補償追加で他の車や、車外での車との接触事故も

補償出来るようにしてありますと、道路を歩いてい

る際車に撥ねられたりした事故や同居の親族の運転

でケガをした場合も対象です。保険は使わないほう

がいいのですが、万一のためにもお手持ちの保険証

券を確認ください。また、事故に遭わないための工

夫が、より大切です。ショッピングセンター等の駐

車場では、入り口から遠いところに、車の頭を前に

して駐車なさいますと、駐車場内の事故は減少しま

す。 

 昨日１３日、中東のホルムズ海峡で日本のタン

カーが突然攻撃され、炎上しました。２度目の砲撃

で、船員全員は脱出し、舵が取れないこのタンカー

は現在、漂流中です。米国はイランの原油輸入をス

トップしており、中東情勢は緊張している最中、エ
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【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 中川貴夫 

        延岡研一 渡辺洋文 鳥井正徳 本田 節 葉山稔洋 

 昨年、9月21日の例会において、クラブフォーラ

ムを開催させて頂きました。その時の多かったご意

見は前回のクラブ協議会でご報告したとおりです。

そのご意見を次年度に反映して、青少年柔道大会の

支援は今年度までと致したいと思います。 

 海外交流についても、去る5月24日に慶山RC第15

次姉妹提携調印式を執り行ったところですが、その

折、今後の青少年交換留学について「火を消したく

ない」とのお話がございました。少子化その他事情

もあり、募集人数に無理をきたすのではないかとの

懸念もあり、その事情は慶山RCにも伝わっておりま

す。今後はもし先方からのお話し次第で出来る限り

の対応をして参ります。 

 さて、1年後になります国際大会INホノルルです

が、現時点での参加者数は14名を把握しておりま

す。まだ参加表明までは至らず、検討されておられ

る会員様もいらっしゃるようです。尚、出発日は令

和2年の6月9日に決定致しました。4泊6日の予定で

帰国は6月14日となる見込みです。今回、閉会式が6

月9日であり、それに合せて到着したほうが宿泊も

取りやすく安くすむとの姑息な考えではあります

が、国際大会のセレモニーは開会式よりも閉会式の

ほうが盛大だとのことです。参加を検討中の方は早

めに事務局までお申し出頂きますようお願いいたし

ます。 

 和田年度（平成20～21）に人吉市に寄贈した5台

のベンチが極めて老朽化しております。早朝例会の

時に歴史資料館の人吉RC50周年記念碑の横に今は1

台のみ設置されておりますが、その1台もボロボロ

になっており、あとの4台は使用されておらず、資

料館の裏手に隠すように放置されております。 

資料館のお話では来館された方々がベンチにお掛け

になり休憩されますので、出来たら5台あれば使い

たいとのことでした。 

 また、ベンチには「人吉RC寄贈」の銘鈑が貼って

あるのですが、少々控えめな表示ですので、更に目

立つような銘鈑にしたいと思っております。 

これについては近いうちに修繕する方向で予算化し

たいと検討しておるところです。 

 

ネルギーの８０％を中東に頼っている日本です。 

安倍首相はイランを訪問中の日本船籍攻撃です。 

このような攻撃が続きますと、保険コストが上が

り、結果ガソリン価格に影響します。 

 ３０年ほど前、ロンドンに行く機会がありまし

た。ロンドン駐在の社員にお願いし、許可証を胸に

下げ、世界的な保険市場であるロイズを見学いたし

ました。お客様側に立ったブローカーがアンダーラ

イターが座るテーブルを回り、保険を引き受けてい

きます。スリップという保険証券の下に次々と引き

受ける割合を記入し、１００％になるまで引き受け

をしていきます。チャールズ皇太子が、石油コンビ

ナートと称した近代的な建物の入口の所には、大き

な鐘があり、ロスノートという大災害の際に書き込

む分厚いノートがテーブルの上に置いてあります。 

 タイタニックの事故、ニューヨークツインタワー

の事故、東日本の震災の際、鐘が鳴らされ、ノート

に記入されました。新たな記載と大災害を知らせる

鐘がならないことを祈りつつ、会長の時間を終わり

ます。 

 

 

   幹事 新堀純子 

 

①配布 

・ＩＭ報告書 

②掲示 

・人吉しごとサポートセンターよりセミナーご案内  

・指宿ＲＣ週報 

・杵築ＲＣより創立50周年出席御礼状 

③お願い 

・慶山ＲＣからのお土産（岩塩）をお持ち帰りくだ 

 さい。 

・会費未納の方は6/25までに納入下さい。 

   

【来訪者挨拶】  

             伊藤俊一ガバナー補佐 

 クラブ協議会のご案内をいただ

き本日参りました。3月のＩＭでは

皆様にたいへんお世話になりまし

た。お礼申し上げます。本日はク

ラブ協議会に参加させていただき

ますので最後まで宜しくお願いい

たします。   

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・伊藤ガバナー補佐 ３月のＩＭではお世話になり 

 ました。無事終了しましたので御礼に参りまし 

 た。                   

・井手会員 伊藤ガバナー補佐ようこそいらっしゃ 

 いました。大歓迎致します。おつとめご苦労様で 

 した。                  

・有馬会長 伊藤ガバナー補佐ご来訪ありがとうご 

 ざいます。一年間お世話になりました。   

 

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 



【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 髙山征治 

 今、改めて今年の計画表を見た時、反省ばかりで

す。方針に掲げた、Ｒ歴の浅い会員に対する情報提

供・・等。3年未満の会員に強く求められている年

間の会合は、例会：年次総会：理事会：委員会： 

クラブ協議会：クラブフォーラム：ＩＭ：地区協議

会：地区大会：家族会：家庭集会など、これらの出

席率を見る限り、思ったよりも悪いなーと感じたの

は、私だけでしょうか？委員会の活動の足りなかっ

た事を痛感し反省しています。 

 次年度の委員長さん：会長・幹事・各関係の委員

長さん方にも強く勧めていただきたいと願っていま

す。初めて参加された方は、強く勧められた事を 

きっと理解して戴けると思います。参加して良かっ

た・・と、未だ参加されていない部門には是非参加

のスケジュールを入れて、戴きたいと強く希望して

おきます。 

 今年の新入会員のオリエンテーションは、肥後銀

行人吉支店：支店長の西章文会員でした。今後の活

躍を期待しています。 

 11月の財団月間では、財団委員長の中川会員から

若い会員さん向けにスライドを使って詳しく説明い

ただきました（会報：3003回：11月9日号に掲載）   

 RI創立記念日（2月23日）には、「ポリオとロー

タリー」あと3ヵ国の撲滅が、どうしてこんなに困

難か? と卓話させて頂きました。 

 5月25日人吉ＲＣ創立記念日の卓話は中川財団委

員長に、ガバナー補佐としての次年度のRIテーマ：

地区のテーマについてでした。 

 地区内の周年記念式典の案内は、10数クラブあり

ました。全クラブ完全に対応して頂ました。さす

が、人吉クラブと思いました。 

 計画は、何とか実行できましたが、方針の方向付

けが結果が出なかった事が心残りです。次年度の委

員長さんに頑張っていただきたいと願っています。 

1年間有難うございました。 

 

【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 

 方針として、ロータリー活動の主要な柱である

「親睦活動」を通して会員および会員のご家族の

方々に楽しく参加していただけるような親睦会を企

画し運営してきました。具体的な活動内容として

は、毎月の第一例会で結婚・誕生のお祝いをさせて

もらいました。結婚祝いの方にはワインを、誕生日

の方には焼酎の記念品をお渡ししました。 

 親睦会の方では、例年通りの5大親睦会と2回の夜

の例会、それ以外に9月には3000回の記念例会、5月

には慶山RCをお迎えしての親睦会を行いました。 

 何かと準備不足でご迷惑をおかけしたこともあっ

たかと思いますが、皆様のご協力のもと、すべての

親睦会を予定通り行う事が出来ました。ありがとう

ございました。反省点としては、親睦会で間が持た

ず困った時には、いつも加登住会員にバイオリンの

演奏をお願いしてしまいました。加登住さんお世話

になりました。1年間ありがとうございました。 

 

 

【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 内藤靖雄 

 本年度のスマイル目標を150万円としてスタートし

ました。12月末までの上期実績が41万7千円で、本年

はどうなる事かと心配していましたが、先週までの

集計によると約135万円となりそうです。達成率も

90％となり、皆様方の一年間のご協力に対しまして

心より御礼申し上げます。 

 人吉RCには、ロータリー財団、米山記念奨学、人

吉奨学基金など目的ある委員会があり、ニコニコ委

員会の影が薄くなったよう思われます。ニコニコ委

員会のスマイルは、クラブの特別会計収入となる財

源であり重要な委員会であります。プログラム最後

のスマイル発表が、楽しく盛り上がるように次年度

に引継ぎたいと思います。 

 残り2回の例会となりましたが、少しでも目標に近

づけるよう最後までご協力をお願い申し上げます。 

 

【会員増強委員会】 
委員長）本田 節 副）平田フク 

  委員）愛甲 康 友永和宏 延岡研一 

 会員増強は、クラブ活動運営の活性化のための手

段として必須のテーマであることは会員皆様十分ご

理解いただいておりますが、本年度は会員退会者が7

名という結果となりました。 

 計画では、純増2名・女性会員40歳以下の会員入

会・職業分類表の空白部分を埋めるという事でした

が、私の努力不足で目標を達成することが出来ず、

大変申し訳なく思っております。退会者の方には有

馬会長より残留のお願いをしていただきましたが、

会員それぞれの諸事情もあり大変残念な結果となり

ました。退会される会員の皆様にはどうぞこれから

も健康に留意し、お会いしたときには笑顔でお声か

けしていただくとうれしいと思います。 

 明日6月15日は大分県の中津市において地区増強セ

ミナーが開催されます。水野エレクト、次年度増強

委員長平田フク会員、そして私3名で参加して参りま

す。色々と勉強をして次年度に向けて、これからも

会員皆様と増強に努めてまいりますので、全会員で

チーム増強人吉ロータリーという気持ちでご協力い

ただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

1年間会員の皆様お世話になりました。 

 

 

 

 

 



【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 

〇7/1会員数64名 

2018.7.1 職業分類 開放216 充填58 未充填158 

2018.7/1～2019.6/30退会8名（理事会承認） 

入会者1名 5/17   

6/30会員数57名となります。 

職業分類 開放216 充填53 未充填163 

充填分類 減5 
 

【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 

 本年度、現在まで1名の入会がありました。 

 肥後銀行の宮﨑会員の退会により、交替会員として

西会員が推薦され、選考委員会全員の賛同を得まし

て理事会に報告致しました。西会員の入会を心より

歓迎致します。 

 

【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 

 会員の皆様には原稿の提出等、一年間ご協力いた

だきありがとうございました。また、原稿を確認す

る際、いろいろな原稿を読ませていただきました

が、大変勉強になることがたくさんありました。 

 会報作成には事務局の協力が欠かせない中、緒方

さんには心より感謝申し上げます。 

 当初掲げました方針、計画も十分実行できたとは

言えませんが、皆様のご協力のおかげで大過なく運

営出来ましたことを重ねてお礼申し上げます。 

 

 

【ローターアクト委員会】 
委員長）永尾禎規  

  委員）武末憲一 水野虎彦 尾上暢浩 村山能史 

 会員の皆様にはいつもアクトへのご支援ご協力を

頂き誠にありがとうございます。 

 初の試みとしまして移動例会「竹の子取り例会」

を実施致しました。永尾商店に集合、秘密の場所で

竹の子を収穫、ボイル処理してバーベキューでいた

だきました。旬を味わう楽しい例会でした。 

 次年度もぜひこのような例会を企画していただけ

たらと思います。 

 ２年間、私自身学ぶことが多く、大変勉強させて

いただきました。お世話になりました。 

 

【伊藤ガバナー補佐 総評】 

 ご報告いただきました中から、会員増強について

少しお話させていただきます。 

 退会を防ぐには、まず、魅力ある楽しい例会づく

りに努めることが大切だと思います。会員相互のコ

ミュニケーションがとれる例会を意識してくださ

い。 

 職業分類においては、これまでの制限がなくな

り、柔軟性を保つことが出来るようになりました。 

クラブに合った増強を模索しながらやっていってほ

しいと思います。 

 人吉ロータリークラブの今後益々のご発展を祈念

いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


