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    会長 有馬宏昭 
 

  本年度最後の例会になりました。足元の悪い中、

総会続きで何かとご多用の中、出席いただきありが

とうございます。 

 この１年間、最後まで会長職を全う出来ましたの

も、皆様のご支援のおかげでございます。心から感

謝申し上げます。後ほど、1年間の振返りの時間をい

ただいております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

    幹事 新堀純子 
 

 掲示 

・別府中央ＲＣ式典参加御礼状 

・例会取止め・変更 

 熊本西南ＲＣ、熊本北ＲＣ 
 
 最後の幹事報告になりました。一年前、幹事の仕

事以前にロータリーをよく理解しないままのスター

トでしたので、皆様にはご迷惑をお掛けしたことが

多かったと思います。ですが幹事職を与えて頂いた

ことによりクラブ全体をみることが出来、大変勉強

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

になりました。 

 この一年、他の役職や会社の仕事、

温泉の母の手伝い、さらに人手不足も

重なって毎日駆けずり回っている状態

でした。そんな折、皆様からの優しい

フォローに助けられ、何とか最後まで

乗り切ることができました。本当に感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございました。そして有

馬会長、一年間お疲れ様でした。穏やかな会長で良

かったです。 

 皆様、一年間ありがとうございました。 

 

    委員長 馬氷慎哉 

 

  
有馬宏昭会長より「会長終了記念」、新堀純子幹事

より「幹事終了記念」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。  
 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   59名  

出 席 免 除  3名  

欠 席 者 数 14名  6 / 1 4 例 会 68.42％ 

出 席 者 数 42名 補 填 数 5名 

1名 修 正 出 席 率 77.19％ 

＊届け出欠席  岩井・葉山・友永・川越・中村・石蔵・山賀 

       小林清・外山・村山・岩下・尾上・大賀・延岡 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井  伊久美 

＊メークアップ 

 6/1 次年度委員会；石蔵・中川・青木・山田・葉山             



で宜しくお願いいたします。 

 なお、今月7月27日は地元小中学校の災害ボラン

ティアの皆様と復興交流に行って参りますので宜しく

お願いいたします。 
                   2018-2019年度活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゴルフ愛好会】     運営委員長 後藤竜一 

・６月最終12戦、優勝は漆野会員でした。 

・6月ゴルフワンオンチャリティー3500円を人吉ＲＣ 

 奨学基金へ寄付します。 

・有馬会長杯取切戦＆水野会長杯第１戦ご案内 

 ７月20日(土) 球磨カントリー倶楽部  

 ９時55分スタート 集合９時30分 

・有馬会長年度ゴルフ愛好会 総会ご案内 

 ７月19日(金） 相良藩 田 18時30分開会 

 多くの参加をお待ちしております。 

   

 

【キッチンカー管理運営委員会】    
 
   “熊本地震から3年を振り返る” 

     意見交換及び交流会報告 

 

               委員長 本田 節 

 

 熊本・大分地震発生後から3年過

ぎ、命のロータリーキッチンカーは

被災者への支援と交流を行いながら1

日も早い復旧・復興に寄り添ってま

いりました。 

 ロータリーの社会奉仕と公共イ

メージ向上と青少年育成にも少しな

りと貢献できたのではないかと思っております。 

 第2720地区の復興プロジェクトに、全国のロータ

リアンから寄せられた多額の義援金をいかに有効に

ロータリークラブだからこそできる支援を、と提案

した“命のロータリーキッチンカー”でした。会員

の皆様やご家族、地元の奉仕団体や地域づくりの連

携なくしてはこれまで継続的に活動することはでき

なかったと思います。 

 正直、たまには忙しく段取りが充分出来なかった

時もあったと思いますが、皆様に助けられました。

感謝です。 

 そして先日、6月2日日曜日には、前田真実パスト

ガバナーとパスト中野幹事にも大分から駆けつけて

いただき、アドレスをいただきました。また、仮設

住宅での受け入れのお世話をいただいた自治会の皆

様、そして地元ボランティアをしていただいた各団

体、そしてロータリー会員と家族の皆様約55名一同

に会して、“これまでの3年を振り返る”と題して座

談会と交流会を開催いたしました。 

 被災者の皆様方にはこのキッチンカー出動に関し

ては大変感謝の言葉をいただき、ボランティアをし

ていただいた皆様もとても素晴らしい活動だとエー

ルをいただきました。  

 ご意見の中でこれまでの『食』だけの支援ではな

く、仮設に残っていらっしゃる高齢者の方々との茶

話会や草刈り、引っ越しの手伝いなどの要望もあり

復興交流のあり方にもニーズが変わってきたことを

実感いたしました。次年度はそういうことも計画の

中に織り込み求められる復興支援に努めてまいりた

いと思います。今後も引き続き会員そしてご家族の

皆様のご協力を得て、あと1年間は続けて参りますの

2018.7.22 交流会（益城町東道団地） 

2018.12.22（益城町東道仮設団地）餅つき 

2018.12.23八代東RC収穫祭キッチンカー貸出 参加協力 

 2019.2.9(益城町小池島田仮設団地）いきなり団子作り 

 2019.3.22.23 （人吉駅 観光列車サミット）出展協力 

2019.6.2（ひまわり亭）命のキッチンカー座談会及び懇談会 



【 有馬年度回顧 】  

              一年を振り返って  

                                 会長 有馬宏昭  

 

 本日は、本年度最後の例会と

なりました。 

 お詫びと感謝の言葉を述べさ

せていただいたのち、１年間の

振り返りさせていただきます。 

 最初に、お詫びを申し上げま

す。年初の会員数を、大幅に減らしてしまいまし

た。体調等でやむを得ずという方もおられますが、

退会を引き留めることができたのではないかと思う

方もおられます。クラブ運営の責任者であります私

の力不足でございます。次年度の水野年度にご迷惑

をかけてしまいました。申し訳ありません。 

 次に、感謝の言葉を申し上げます。会長になり、

改めて、気づきましたのは、皆様のご支援、ご協力

がないと何一つできないと実感したことでありま

す。 

 もっとも重要なロータリー活動であります例会を

ひとつとりあげますと、毎週水曜日に事務局で青木

プログラム委員長、新堀幹事が１分刻みのプログラ

ムを作成、内容によっては水野会長エレクト、石蔵

委員も加わっていただきプログラムを作成いただき

ました。例会時には、ＳＡＡの皆さんは１時間前に

会場に来て出席者を確認、席次を決め、ロータリソ

ングの頭出しをし、配布物を全席に配布します。 

例会時の監督、例会後の片付け後、会場を出られる

姿に、頭が下がる思いでありました。 

 各例会はＳＡＡの監督の下、クラブ会報委員会が

カメラに収め、会報を作成、ホームページの閲覧が

出来るようにしていただいております。公共イメー

ジ委員会が広報していきます。これがお祝いとにな

りますと親睦委員会の皆さんに、各委員会担当例会

では、講師の招へいからすべて各委員長の皆様にお

世話になりました。 

 これまで当たり前と思っていたことが当たり前で

ないということ「有難いこと」であることに気づか

せていただきました。頂いたご恩は忘れません。 

恩返し、恩送りを今後していく所存であります。 

 本年度、人吉RCのテーマを「人生二度なし、～良

き出会いを～」といたしました。念ずれば花開くと

申します。お陰様で、多くの出会いの機会、ご縁を

いただきました。 

 人吉中央ロータリークラブ３０周年、熊本ロータ

リークラブ８０周年記念式典をはじめ１１もの地区

内の周年記念式典に参加、人吉ロータリークラブ６

０周年においで頂いたことへの答礼が出来ましたこ

とは、喜ばしいことでした。 

 姉妹クラブ、大韓民国 慶山ロータリークラブの

第15次調印式を当地で開催、中華民国 台北稻江

ロータリークラブ創立32周年記念式典への参加、 

友好クラブであります指宿ロータリークラブへの

メークアップ、パスト会長の皆様と親善ゴルフを行

い、大重パストガバナーを交えての懇親会が出来あ

りがたく思った次第です。 

 新堀幹事から背中を押され、東京ロータリークラ

ブにメークアップいたしました。人吉に所縁のある

３名の会員と親しくお話しすることが出来、上京し

た甲斐があったと感じました。これまでの62年間人

吉ロータリークラブの諸先輩が営々と築いてきてい

ただいた高みに会長ということで立たせていただい

た、そのお陰で各種業界をリードする方々とお話し

する機会をいただきました。 

 失敗も致しました。ロータリークラブ会長という

ことで、鳥井パスト会長の瑞宝双光章受賞祝賀会の

開会のあいさつの大役をいただきましたが、緊張で

頭の中が真っ白になり受賞名を誤ってしまうなど、

鳥井先生には申し訳なく、また恥ずかしい思いもし

ました。その失敗も、今では貴重な経験であったと

思い返しています。 

 

それでは今から写真でこの１年間を振り返りさせて

いただきます。 



 

 

 

 

 こうやって、振り返りますと、困ったときには片岡

理事に相談し、各行事は委員長さん方に支えていただ

きました。延岡次年度理事には、理事役員選考等でサ

ポートいただきました。心より感謝申し上げます。 

 今後は、この一年皆様から頂いたご恩を忘れず、人

間性を高め、少しでもお返しできるよう、ロータリー

や仕事を通じ、地域の発展や子供たちの健全育成にお

役に立てるよう、努めて参る所存であります。 

 最後になりましたが、例会や他クラブ周年事業参

加、大分での地区大会等、あらゆる活動を支えていた

だいた新堀幹事、事務局の緒方さんに感謝申し上げ、

言葉足りませんが会長の時間最後の挨拶とさせていた

だきます。１年間ありがとうございました。 
 
【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・丸尾会員 6月9日に孫が結婚式をしました。 

 竹長一幸様に御祝辞有難うございました。  

・武末会員 ニコニコ箱は今年度皆様のおかげで目 

 標を達成出来ました。有馬会長以下、事務局の緒 

 方さんお疲れ様でした。           

・新堀幹事 一年間ありがとうございました。 

・片岡会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お苦労様 

 でした。                 

・髙山会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様 

  でした。                                 

・渡辺会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様 

  でした。                                 

・愛甲会員 有馬・新堀年度!!素晴らしい年度でし 

  た。御苦労様でした。                     

・堤脩会員 有馬会長、新堀幹事、理事役員の皆様 

  一年間御苦労様でした。                   

・浦田会員 有馬会長、新堀幹事、一年間御苦労様で 

  した。                                   

・水野会員 有馬会長、新堀幹事、一年間あっという 

  間でしたね。お疲れ様でした。理事各委員長様も一 

  年間ありがとうございました。             

・寶代会員 有馬会長、新堀幹事、一年間本当にお疲 

  れ様でした。                             

・和田会員 有馬会長、新堀幹事、お疲れ様でした。 

                                           

・有村会員 有馬会長、新堀幹事、一年間御苦労様で 

  した。出席等大変御迷惑をかけました。     

・平田会員 今年最後となりました。今年度の役員の 

  皆様大変お世話になりました。次年度の役員の皆様 

  方、増強委員会をしますので宜しくお願い致しま 

  す。                                     

・鳥井会員 有馬会長、新堀幹事、～人生二度なし  

  良き出会いを～のスローガンのもと、雨の日も風の 

  日も会の運営に全力を尽くしていただき有難うござ 

  いました。少しゆっくりされて、またがんばって下 

  さい。                                   

・井手会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様で 

  した。ありがとうございました。 

  水野・青木丸発車 オーライ！             

・中川会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様で 

  した。尚、一服されず来年も水野会長エレクトを支 

  えてください。                           

・宮原会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様で 

  した。                                   

〈米山記念奨学委員会〉 

・丸尾会員 6月9日に孫が結婚式をしました。 

・浅野会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様で 

  した。あるところの株主総会出席のため早退しま 

  す。                                     

〈Ｒ財団委員会〉 

・丸尾会員 ニコニコカードと同文         

・本田会員 有馬会長、新堀幹事、一年間大変お世話 

  になりました。そしてありがとうございました。こ 

  れからも宜しくお願い致します。          

・中川会員 一年間財団委員を務めさせて戴き、皆様 

  にご協力を戴きありがとうございました。来年も引 

  き続きご協力を宜しくお願いします。       

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・丸尾会員 ニコニコカードと同文         

・浅野会員 米山カードと同文              

・鳥井会員 人吉ＲＣ奨学委員会に御協力頂き有難う 

 ございました。次年度も宜しくお願い致します。 

  す。                                     

・山田会員 有馬会長、新堀幹事、一年間お疲れ様で 

  した。楽しい例会を一年間有難うございました。 

  た。                                     

・ゴルフ愛好会 最終第12戦チャリティーとして。 

                                           
 
             点 鐘   有馬宏昭 会長   


