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      中川貴夫会長 
 
 ７月は、第５週の例会

となりました。今日も先

週に引き続き後半のクラ

ブ協議会を開催させて戴

きます。宜しくお願い致

します。 

 さて、昨日は米山奨学委員会とロータリー

財団委員会の合同家庭集会を行っていただき

ました。米山、財団の在り方、そして今年の

方針を述べて戴き、委員さんとの確認もしっ

かり出来たと思います。一年間宜しくお願い

致します。 

 ７月24日(土)、地区会員増強セミナーに渡

辺幹事と一緒に参加して来ました。相変わら

ず別府は遠いところです。会場は別府大学３

号館ホール、午後１時、会員増強大委員会委

員長の瑞木一博君の点鐘で始まりホストクラ

ブ別府東RC会長 幸光喜君の歓迎の挨拶があ

り、西村俊一パストガバナーの挨拶。会場が

別府大学を借りている事と別府東RCがホスト

という事で挨拶されたようです。 

あと講師、それ以外のパストガバナーは呼ん

でなかったようです。木下光一ガバナーより

「各クラブの会長、幹事（会員増強委員長）

さんが会員増強の意義を確認し、増強の事例

から学ぶことはクラブの活性化の第一歩とも
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いえます。」と挨拶されました。講演は

2010－2011年度RI ロータリーコーディネー

ター杉谷卓紀君より「会員組織の現況と今後

の課題」と題して講演がありました。 

 世界・日本・2720地区の会員数状況は、世

界会員数1.228.303人、クラブ数33.976クラ

ブ、地区数563地区、国と地域200以上。日本

の情報では、クラブ数2.310クラブ、会員数

92.443人（女性 4.101人）。RI 2720地区で

は、クラブ数75クラブ、会員数2,477人（女

性139人）です。（2010年５月末現在） 

 世界の会員数トップ５は、１位アメリカ

（362.317人）、２位インド（110.604人）、

３位日本（92.021人）、４位韓国（60.975

人）、５位ブラジル（53.926人）です。1997

年６月末までは日本は131.731人いましたが

現在はインドに抜かれてしまいました。韓国

も増加傾向にあるようです。我が国がいかに

減尐しているかお分かりになったと思いま

す。しかし、人吉RCは70名と頑張っていま

す。これも先輩ロータリアンをはじめ会員の

意識がしっかりしているからだと思います。

今年度は、増強・プラス１ですので達成致し

ておりますが会員減尐の事を常に踏まえて会

員の方々の頭の中に素晴らしい会員候補を考

えておいて戴きますようにお願い致します。 

 さて、ロータリーコーディネーターとは何

でしょう？ 

 2009年11月のRI 理事会にて承認されまし

た。そして、2010年７月１日から活動開始し

ました。レイ・クリンギンスミス RI 会長

は、41名ロータリーコーディネーター（RC）

を任命いたしました。 

 RCは、ゾーンのRI理事、地区ガバナーそし
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３ 公共イメージと認知度の向上とは？ 

 ・イメージとブランド認知を調和させる 

 ・行動を主体とした奉仕を推進する 

 ・中核となる価値観を推進する 

 ・職業奉仕を強調する 

 ・クラブにおけるネットワークづくりの機 

  会ならびにクラブ独自の主な活動につい 

  て周知を図るようクラブに奨励する 
 
  クラブのサポートのテーマ 

   Bigger  より大きく 

   Better  豊かで 

   Bolder  大胆なクラブ 

       （市民が望む事） 

です。 

 次に、地区内純増上位クラブより報告があ

りました。発表クラブは、大分中央RCと熊本

RCでした。後の列の傍聴者より「頑張って増

強されていると思うけど私たちのクラブには

規模的に合わない。」と声が聞こえて来たの

も事実です。 

 ワークショップにて、各分区に分かれて討

議もありましたが、同じ規模のクラブの討議

が良いのかな？とも思いました。 

 最後にRI2720地区西島世晃研修リーダーよ

り講評がありました。ロータリーメンバー

は、企業一輪の方がBetterではないかと思

う。そして、質の良い人、人柄の良い人、前

向きに進む人、進んで行動する人、心豊かな

人（金持ちではありません。）とも話されま

した。 

 最後に、木下光一ガバナーより、「クラブ

の活性化に取り組んでください。」「クラブ

協議会を、例会とは別に真剣に行って下さ

い。」とも話されました。 

 明後日、８月１日（日）は、大分にて職業

奉仕セミナーです。我がクラブより高山パス

ト会長が出向して戴いておりますのでセクレ

タリーとして行って来ます。これで来週の原

稿も大丈夫だと思います。 

 2010－2011年度ＲＩテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 
 
   渡辺洋文幹事 
  

【連絡事項】  

1.社会福祉協議会より第43回歳末たすけあい 

 演芸会の委嘱及び実行委員会の開催につ   

 ての案内が来ております。 

  日 時；平成22年8月2日13:30 

  場 所；人吉市社会福祉センター 

 社会奉仕委員会葉山委員長にお渡し致しま 

 す。 

てロータリー財団地区コーディネーター

（RRFC） と協力して、国際ロータリーに関

する地区とクラブのリソース（資源）として

の役割を担います。日本では、第一ゾーン・

桑原茂君、第二ゾーン・坂本俊雄君、第三

ゾーン・杉谷卓紀君です。 

 それでは、この人たちは何をするのか？説

明させて戴きます。役割は、 

①ロータリアンにRIのプログラムについて説 

 明し参加を働きかける。 

②アイデア、成功談、ベストプラクティスを 

 紹介し、クラブや地区の指導者の育成を高 

 める。 

③より効果的で充実したクラブを築く事で会 

 員増強を図る。 

④各地域のRIリソースとして、顧問、アドバ 

 イザー、指導者となり変化を推進する。 

⑤クラブやプログラムを強化し、RIの公共イ 

 メージを向上させるための創造的なアプ 

 ローチを推進する。 

⑥リソースを探し出し、人と人をつなぐ。 

⑦クラブ及び地区レベルの長期的な計画づく 

 りを奨励する。 

⑧RI の中核となる価値観を推進する。 

⑨多方面にわたって定期的に使用できるコ 

 ミュニケーション・ツールを取り入れる。 

⑩RI国際大会を推進する。 

長期計画とは？ 

  １.クラブのサポートと強化 

  ２.人道的奉仕の重点化と増加 

  ３.公共イメージと認知度の向上 

 

１ クラブのサポートと強化とは？ 

 ・クラブの刷新性と柔軟性を育てる。 

 ・四大奉仕部門の全部門における調和の取 

  れた活動を行う。（五大奉仕） 

 ・会員の多様性を増進する。 

 ・会員の勧誘と維持を改善する。 

 ・リーダーを育成する。 

 ・ロータリーを伸展させる。 

 ・クラブと地区における長期計画の立案を 

  奨励する。 

２ 人道的奉仕の重点化と増加とは？ 

 ・ポリオを撲滅する。 

 ・以下の分野における奉仕の持続性を高め 

  る。 

＊青尐年と青年のプログラム 

＊ロータリー財団の６つの重点分野 

 ・協力組織とのパートナーシップおよび他 

  組織との協力関係を拡大する。 

 ・地元と海外の地域社会では多大な成果を 

  もたらすプロジェクトを創造する。 



2.ひとよしよかばい会会長 堤 正博様より第 

 3回人吉大綱引き大会の後援依頼が来てお 

 ります。 (8月の理事会に計ります) 

3.熊本県広告景観向上推進協議会より平成22 

 年度の総会についての資料が届いておりま 

 すので、社会奉仕委員長葉山会員にお渡し 

 致します。 

【回覧】 

 ・熊本水前寺公園RC週報 

 ・公益法人くまもと被害者支援ｾﾝﾀｰより 

  「第3回女性の犯罪被害ホットライン週間」 

         事業についてのお知らせ 

【例会取止め/変更】 回覧します 

 

 

  ～ 入会式 ～ 
           
新会員紹介 

        紹介者(推薦人)堤正博会員 
 
  氏   名 石原弘章 会員     

    生年月日 昭和34年3月24日(51歳) 

  血 液 型 Ａ型 

  出 身 地 熊本市 

    勤 務 先 肥後銀行人吉支店 

  役  職 支店長 

  現 住 所 人吉市瓦屋町肥後銀行社宅 

  学    歴 國學院大学経済学部 

  家族構成 妻・長男・次男の４人家族 

  趣    味 ゴルフ・ジョギング 

   肥後銀行経歴 

       入行昭和56年 

     支店長歴 Ｈ14.6月 三角支店長 

  Ｈ16.6月 長崎支店長 

  Ｈ18.1月 営業総括部推進役 

  Ｈ20.6月 営業総括部副部長 

  Ｈ21.6月 人事部副部長 

  Ｈ22.6月 人吉支店長 

 会員の中で石原支店長のお父様の石原照英

氏をご存じの方がいらっしゃると思います。

同じ肥後銀行人吉支店長時代、人吉ロータ

リークラブ元会員でございます。人吉ＲＣ30

周年誌にお写真がございます。 

 趣味のゴルフは現在月１回程度、ベストス

コアー80の腕前とお聞きしております。人吉

ＲＣのゴルフ愛好会へ入って頂くことになっ

ているそうです。また、ジョギングも趣味と

のことで、４年前に人吉春風マラソンのハー

フマラソンに出られたそうです。目標は女子

の記録の倍ぐらいでは走りたいとのこと。

ロータリークラブへの入会は初めてだそうで

す。皆様と仲良くお付き合いを頂ければと思

います。よろしくお願いします。  

会員バッヂの贈呈  

 

 

 

 

歓迎の言葉         中川貴夫会長 

 石原弘章さんは、会員候補として推薦され

当クラブの細則11条に基づき諸手続きを行い

理事会にて入会を承認されました。昨日、

ロータリー情報委員会片岡委員長にロータ

リーについてレクチャーをして戴きました。

石原弘章さんの入会を人吉ロータリー会員一

同心より歓迎致します。一日も早く人吉ロー

タリークラブに溶け込んで戴く事を希望しま

す。本日は、誠におめでとうございます。 
 
入会者挨拶         石原弘章会員 

 まずは、本日ここに人吉ロー

タリークラブに入会させていた

だいたことを心より御礼申し上

げます。ありがとうございまし

た。 

 また、昨日はオリエンテーションをいただ

き、この人吉ロータリークラブの伝統の重み

をひしひしと感じているところであります。

特に、五つの奉仕の精神と中でも職業奉仕の

中の四つのテストは社会人としての原点を説

いているもので、深く印象に残っています。

今後は、この五つの奉仕の精神を忘れずに行

動していきたいと思っております。 

 さて、私は先の人事異動で、７月の８日か

ら人吉に赴任し、まだ20日程度であります。

前任は、本部の人事部に所属しており、営業

店勤務は約４年半ぶりです。今は、営業店勤

務にとまどいながらも楽しく勤務しておりま

す。 

 実は、私は親子２代、肥後銀行に勤務させ

ていただいております。私の父もこの人吉支

店の支店長をしておりました。ちょうど今の

支店が新築移転したころの支店長でした。う

れしいことに、私の父を覚えていただいてい

るお客様も数多くいらっしゃいます。そうい

うお客様に「お父さんはよかったよね」と言

われないように、しっかりと仕事をしていき

たいと思っております。 

 最後に、私は単身赴任で人吉に来ておりま

す。もし、お暇なときがございましたら、思

い出していただき、お誘いいただくとどこま

でも馳せ参上いたしますので、どうぞよろし

くお願いします。  
 
ロータリー情報委員会   片岡啓一委員長 

 石原さん入会おめでとうございます。 



人吉ロータリークラブ細則第11条第６節によ

りますと、新入会員がクラブに早く溶け込め

るよう援助する会員を指名することになって

います。石原会員の援助会員を推薦人の堤正

博会員にお願いすることに致します。宜しく

お願い致します。 
 
所属委員会の発表      渡辺洋文幹事 

 石原弘章会員の所属委員会の発表をしま

す。クラブ運営委員会の「会員選考委員

会」、奉仕プロジェクト委員会の「環境保全

委員会」に所属をしていただきます。委員の

皆様よろしくお願いします。 

 
 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 

   
 
 
 

 
【ローターアクト委員会】石蔵美佐子副委員長 

 ローターアクト委員会からお知らせしま

す。８月６日の人吉ローターアクトクラブの

例会は、８月７日(土）に変更し、例会場で

あります“ひまわり亭”の清掃奉仕作業例会

になります。日頃お世話になっています、ひ

まわり亭をみんなできれいにします。それか

ら、８月20日(金)のアクト第２例会は、８月

27日(金)人吉RC納涼家族会に参加し、合同例

会となります。アクトで出し物もありますの

で親睦委員会さんよろしくお願いします。 

 

【親睦委員会】     齊藤日早子委員長 

 親睦委員会から８月の定例ゴルフの案内で

す。既にＦＡＸ案内をしておりますが、８月

８日(日)、場所は球磨カントリー倶楽部、９

時30分のスタートです。多くの参加をお待ち

しております。 

 

   平田フク委員長 

本日の出席率 

会   員  数   70名   87.88% 

出 席 免 除 4名 7 / 1 6例会出席率   84.38％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

【ニコニコ箱委員会】    水野虎彦委員長 

・石原弘章会員 本日入会させていただきまし 

 た。ありがとうございました。   3,000 

・釜田会員 昨年に引き続き、右膝の手術を人 

 吉総合病院で受け、大変経過は良好です。今 

 後はリハビリを行いながら日常生活に慣らし 

 ていきたいと思います。今後とも宜しくお願 

 い致します。           10,000 

・中川会長 石原さん入会おめでとうございま 

 す。歓迎いたします。釜田先輩、退院おめで 

 とうございます。          2,000 

・渡辺幹事 石原様入会おめでとうございま 

 す。宜しくお願いします。      1,000 

・堤正博会員 ○石原弘章肥後銀行新支店長さ 

 んが本日より入会されます。なかよくお付き 

 合いの程よろしくお願いします。○先日ス 

 ポーツ日本に顔写真入りで載りました。尐し 

 恥ずかしい思いをしましたが、焼酎のよい宣 

 伝になったかもしれません。     5,000 

・大久保直前会長 釜田パスト会長、ご退院お 

 めでとうございます。また、昨日はお疲れの 

 ところ会計監査ありがとうございました。 

 ○石原支店長の御入会おめでとうございま 

 す。                2,000 

・永尾会員 先週の例会の時、携帯の音が鳴っ 

 てしまいました。大変申し訳ありませんでし 

 た。                1,000 

・宮原会員 会長の時間に電話が鳴りました。 

  注意します。すみません。      1,000 

・肥後銀行支店長と間違われた- 葉山会員 

 ○石原支店長の入会を歓迎します。 

 ○釜田会員の復活を記念して。    2,000 

・岩本会員 石原支店長の御入会を祝って。お 

  父さんは赤池年度の会計をして頂きました。 

                    1,000 

・堤修会員 石原支店長 ＲＣご入会おめでと 

  うございます。           2,000 

・鳥越会員 石原支店長 入会おめでとうござ 

 います。              1,000 

・水野会員 釜田さん退院おめでとうございま 

  す。リハビリがんばってください。石原支店 

 長、入会おめでとうございます。お父上支店 

 長時代、お父上の部下と結婚しました。披露 

 宴にもご出席して頂きました。       1,000 

＊届け出欠席者  

 浅野・立山・岩本・有村・蓑田・木村・田上・堀  

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，山口  

＊メークアップ  

次年度委員会開催；和田・伊久美 

ＳＡＡ家庭集会；中川・宮原・渡辺・原田・本田・山口 

        田上・馬場 

 友 永和 宏 会員 よ

り、亡父会葬御礼と

して、Ｒ財団、米山

記念奨学会へご寄付

がありました。 



・尾方会員 7月29日、(市)暴力追放協議会 

 の会長に就任しました。石原支店長、人吉 

 ＲＣに入会おめでとうございます。2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード7/30合計34,000 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
 

   
  第１回クラブ協議会 後半  
    
 
広報委員会  委員長)中島博之 副)宮山 惇 

       委員)安達玄一 鳥越博治 大賀睦朗 増田 力 
    

 広報委員会は初めての委員会で、いきなり

委員長を仰せつかりました。本来ならば委員

会の内容を経験してからの委員長が本当だろ

うと思っています。今年の地区委員長さんは

I Tのプロでして地区協議会でもYou Tube と

かTwitter・・とか、ついていけるかなーと

不安です。会長のミスキャストだと思ってい

ますので足を引っ張らないように頑張りま

す。今年の方針：計画は今までの栞からの丸

写しで申し訳ありません。広報活動は委員会

の委員さんだけがやるのではなくて会員１人

一人が広報マンとの意識を持って奉仕の意図

と成果をＰＲする事に努める・・としていま

す。会員数70名を10数年確実に維持している

事は、わがクラブの誇りでしょう。 

 会員の減尐傾向はややもすると広報不足も

指摘されていますが、幸いにも人吉新聞とい

う地元の強力な報道機関のお陰で、我がクラ

ブをはじめ人吉中央・多良木のクラブも広報

活動に気を使う事は全くないだろうと思って

います。もし人吉新聞社がなかったら・・・

一番の悩みとなるでしょう。感謝いたしま

す。各委員会の計画等を把握して広報に努め

たいと思っています１年間よろしくお願いい

たします。 
 
職業奉仕委員会 委員長)塚本哲也 副)浦田繁樹 

 委員)有馬宏昭 山田仁法 山口令二田上和弘 蓑田啓悟  
方針；ロータリーの職業奉仕理念と四つのテ

ストを再度確認し、ロータリアン一人一人が

日常の職務の中で、また生活の中で自己評価

しながら自己啓発をするとともに、会員以外

の人々にもロータリーの精神を普及するよう

心掛ける。また社会奉仕委員会との連携を密

にして地域社会に奉仕する。 

計画；①優良職員表彰 ②職場訪問例会の実施 

③職業奉仕に関する卓話 ④社会奉仕委員会に

協力する 
 
社会奉仕委員会 委員長)葉山稔洋 副)原田知一郎 

 委員)山本瑤子 井手富浩 尾上暢浩 川越公弘 水野虎彦 
 
方針；地域社会の発展と環境美化への取組み、

又、各委員会との連携を行い、行政、各種団体

と協力し、社会奉仕活動に貢献し、ロータリー

活動の広報につとめる。 

計画；①地域の社会奉仕、福祉活動への参加・ 

協力。②募金活動への参加・協力。③暴力追放

協議会への参加。④犯罪被害者支援センターへ

の賛助。⑤人吉・球磨総合美展への賛助。 

⑥社会奉仕に関する卓話。⑦委員会全員で活動

に取組む。 

 早速29日に暴力追放協議会がありましたが、

都合により欠席し、年会費だけを支払ってまい

りました。予算は、67,000円です。 
 
環境保全委員会 委員長)延岡研一 副)板井英朗 

 委員)愛甲英二 永尾禎規 大賀睦朗 堀 文記 石原弘章  
方針；ロータリアン各自が環境問題に関心を持

ち、身近な環境保全活動に積極的に取り組むよ

うに努力、援助する。 

計画；①環境保全問題に関する卓話。②地域の

クリーン作戦への参加（花火大会（10月予

定）、お城まつりの翌朝清掃）③早朝例会の実

施（村山運動公園、ロータリーの森周辺の清

掃）④ロータリー財団地区補助金を活用した事

業の検討 
 
地域発展委員会 委員長)本田節 副)鳥越博治 

委員)平田フク 大久保勝人 岩本泰典 山賀勝彦 外山博之 
 
方針;地域イベント、まちづくり等への支援と

協力を行うことを基本として活動する。 

 当地域には歴史、文化、産業、自然など豊か

な地域資源があり、それを活かしたまちづくり

が地域を活性化し、人吉球磨のさらなる浮揚に

なる。人吉ロータリークラブとして、地域のた

めに何ができるかを検証し、地域発展のため取

り組みを進めていく。 

計画；①各種イベントやまちづくり等への協

力、参加 ②地域発展功労者の表彰 ③地域活

性化等に関する卓話（内部及外部）④その他必

要に応じて地域発展に関連する事業への協力 

⑤家庭集会による委員会の親睦と活動の活性化

を計る。(8/2.H23.4月予定) 
 
ヘルスサポート委員会 
委員長)武末憲一 副)友永和宏 

委員)堤 脩 小林清市 北昌二郎 木村正美 齊藤日早子   
                 
方針；会員の皆様が「健康で」ロータリー活動

が出来ますように沢山の情報提供に努めます。 



計画；①例会前に「ヘルスサポートラジオ体

操」を実施する。②健康情報に関する内部卓

話・外部卓話を行う（会員の子供さんetcに

もお願いする）③会員の方で病気などで入院

され、退院された場合は卓話していただく。

（ニコニコと同じように自己申告を）④家庭

集会を数回行う。 

 前年度の委員長、副委員長もおられますの

で相談し、又プログラム委員会とも相談して

活発に行いたいと思います。ＳＡＡ委員にも

スライド、ラジオ体操etcでお世話になると

思いますので宜しく。 
 
新世代委員会 委員長)岩井和彦 副)戸高克彦 

委員)小林祐介 牛島スミ子 赤池利光 岩本光義 

   漆野智康   
方針；青尐年の健全な育成の為に、関係団体

と連携を図り、ロータリアンとして何が出来

るか模索し、ローターアクト委員会と協力

し、会長方針の所信の一つにあげられている

青尐年教育活動に全面的に協力する。 

計画；①青尐年交換事業への協力 ②青尐年

スポーツ大会援助（人吉球磨中学生柔道大会

後援）③人吉市の小・中・高の音楽活動への

支援 ④新世代のための月間外部卓話  

⑤人吉市青尐年育成市民会議への参加 
 
国際奉仕委員会 委員長)浅野 強 副)村山能史 

委員)宮山 惇 中島博之 有村隆徳 永江 浩   
 今年度の方針は、 

次代を担う国際感覚を持った青尐年の教育、

文化交流活動を支援する。 

 行事計画としては、慶山ロータリークラブ

との第10次青尐年交流訪問を8月19日から22

日にかけて実施します。会員のご協力で青尐

年人員も目標の10名揃いましたし、引率者も

10名の方に参加頂くことになっております。

総勢20名で慶山ロータリークラブとの交流を

深めてまいります。その後の行事は今のとこ

ろ決めておりませんので、下期に会員と話し

たいと思います。 

 予算は、前年度同様、委員会費として一万

円を計上しております。尚、青尐年の交流事

業については、一万円を個人負担とし、残り

費用は友愛基金へ申請させていただきます。 
 
米山奨学委員会 委員長)安逹玄一 副)愛甲 康 

委員)岡啓嗣郎 片岡啓一 高嶋康二 増田 力 高山征治  
方針は、ロータリー米山記念事業にはアジア

の国々から一人でも多くの留学生を迎え入れ

て、平和日本を肌で感じてもらうという願い

があります。この制度の主旨をご理解いただ

き寄付のご協力を会員の皆様にお願いいたし

ます。 

計画は、①普通寄付：会員一人当たり5000円の

寄付(内1000円は100万ドル食事より) ②特別

寄付：奨学金に理解を戴き自主的な寄付をお願

いする。 ③米山月間卓話(10月) ④当クラブ

は世話クラブが出来ない為に過去16回継続して

いる「米山奨学生招待事業」を10月15日(金)の

例会時に予定し卓話を予定。例会を挟んで恒例

の会員事業所見学を予定します。夜には会員が

増えたアクト例会への参加希望を出していま

す。(アクトとの交流会) 

 予算は委員会費10,000円。招待事業に70,000

円 奨学生が宿泊の場合は若干不足するかもし

れません。 
 
ロータリー財団委員会 
委員長)和田栄司 副)伊久美寛志 

委員)堤 正博 尾方芳樹 釜田元嘉  
方針；ロータリー財団について、もう一度見直

して、方向を考える時期ではないかと思いま

す。財団について勉強してみたいと思います。 

計画；①新入会員は、入会時10ドル、会員は20

ドル/年 例年通り、１人平均100ドル寄付の達

成を目標とする。 ②100万ドル食事を計画的

に行う（毎月１回） ③100％ポール・ハリ

ス・フェロークラブとなる様、計画的な寄付の

方法を考える。（10年計画） 財団寄付カード

を各テーブルに置く。 ④地区補助金の申請と

使途について計画する時は、財団委員会も協力

をする。 ⑤ポリオプラスプログラム寄付（第

３次ポリオ撲滅募金）に協力する。 ⑥財団寄

付0ドルの会員が40％強在席しているので減尐

に努力する。 

 財団委員長になっていろいろなことを聞いた

りして、何も勉強していないことに気づきまし

た。例えば、財団寄付は特別寄付として財団に

寄付をしないと財団に寄付をしたことにならな

いこと。これはニコニコ申請用紙のようなもの

を作成して、寄付をお願いできればと思ってお

ります。そしてポール・ハリス・フェロークラ

ブになる様に計画的に寄付ができればと思いま

す。また、地区補助金は、３年前の地区の寄付

金の半額が地区に還元され、その20％(26,900

ドル)が、申請すると私たちの手で使用できる

こと。ですから何か事業を考えて地域のために

使用することもいいのではないでしょうか？こ

のようなことを踏まえて勉強して皆さんととも

に考えたいと思います。 

                  閉 会 


