
な協賛金や周年行事の積立金などであります。

本年度目標は150万円を目標としており、現在

３ヶ月の集計を見ますと469525円となっており

ます。順調な推移かと存じます。ニコニコの徴

収に偏りがないように注意し、会員及び会員の

家族の嬉しいニュースや情報をタイムリーにと

らえ、進んでニコニコして頂けるよう促しま

す。年度１回目の例会と納涼家族会は全員ニコ

ニコとして会員皆様より徴収させて頂いており

ます。尚、その他、年間では忘年会・新年会・

ＲＩ創立記念日・クラブ創立記念日も全員ニコ

ニコとなっております。どうかご了承頂きます

様お願い申し上げます。 
 
会員組織増強委員会 委員長)有馬宏昭 副)鳥井正徳 

     委員)堤 脩･伊久美寛志･有村隆徳･武末憲一 

 皆様のご協力で、石原弘章会員、漆野智康会

員に入会いただきました。ありがとうございま

す。年初計画で、純増３名の目標を掲げており

ます。今後も、これまで通り、人吉ロータリー

クラブにふさわしい方の増強に努めてまいりま

す。また、会員増強の補助資料として使ってい

ただけるような、ロータリークラブ情報を人吉

ロータリークラブのホームページに掲載させて

いただきたく予定です。関係する委員会の皆様

のお知恵をお借りし、進めてまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
職業分類委員会  委員長)岡啓嗣郎 副)尾方芳樹 

     委員)木村正美･堤 正博･山本瑤子･釜田元嘉 

 方針として、会員資格に関する職業分類の原

則を維持する。この原則を十分に認識し、クラ

ブ組織の発展の為に運営する。計画として、①

職業分類調査及び職業分類表を時代に見合った

ものに整備。②被推薦者が職業分類の資格条件

を満たしているかの決定に当たっては、理事会

と協議する。③会員増強委員会と会員選考委員

会と連絡を密にする。 

10月1日現在、２名の入会; 7/16漆野智康会員 

（大分類；化学工業 小分類；臨床検査） 

7/30石原弘章会員（大分類；金融 小分類；外

国為替銀行）。その後、９月に候補者１名を調

査致しました。 
 
会員選考委員会  委員長)赤池利光 副)石原弘章 

        委員)大久保勝人･小林清市･外山博之 

 方針計画については、７月23日第４例会時、

クラブ協議会で発表しておりますので省略し、

その後の委員会活動を報告します。 

 ９月10日第11回例会時に渡辺幹事より会員増

強委員会を経由した新会員候補者推薦がありま

したので第13回例会時に委員会を開催しまし

た。委員会に先立ち新会員候補者と関連しそう

な既存会員には個別に意見を聞き、それを委員

会に報告し、委員会は歓迎とし、渡辺幹事に意

見具申しました。職業分類委員会岡委員長とも

分類貸与を話し合いました。 

雑誌委員会  委員長)川上博久 副)川越公弘 

      委員)友永和宏･丸尾孜･永尾禎規･漆野智康   

方針として、ロータリー（R・I、地区共）の方

針、行事、各クラブの活動状況等を「ロータ

リーの友」を読むことにより、認識し、ロータ

リー活動への理解をより一層深めてもらう。雑

誌委員会の会員から「ロータリーの友」を読む

習慣をつけてもらう。計画としましては、①

「ロータリーの友」見所紹介を配布日に実施す

る。②ロータリー活動を広く認識して頂くため

に、公共的な場所に「ロータリーの友」を配布

する。月別担当を決めて行う。 
 
クラブ会報委員会 委員長)山田仁法 副)牛島スミ子 

             委員)立山 茂･愛甲 康･山賀勝彦 

 第１回クラブ協議会（7/23）で発表した方

針・計画の通りに順調に推移しております。こ

れも一重に会員、会報委員の皆様のご協力のお

かげです。また会報の編集・作成に関しては、

事務局の緒方さんには大変お世話になっており

ます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

ご迷惑かけることも多々あるかと思いますが、

これからも宜しくお願いします。 

 会報に掲載します原稿の提出については、各

委員長、会員のご協力により高い率で提出して

いただいております。これにより会報の内容充

実がはかられ、大変助かっております。感謝申

し上げます。 

 最後に委員会からと言うよりも、委員長の私

からの要望ですが、例会時に原稿を見て発表さ

れる会員・外部の方々を撮影する時、今使用し

ているカメラでは正面の顔を写すことが困難で

す。速写というか連写できるカメラがあったら

いいな、と思っております。ご検討をお願いし

たいです。 
 
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   

  医業Doctorばかりで、来週のクラブ協議会に

委員長としてガバナーの前で発表できません事

に深くお詫び申し上げます。 

 この「ヘルスサポート委員会」は、人吉RC独

自の委員会であり、他クラブにはないものと思

われます。目的は、私たちロータリアンが精神

的、肉体的に健康で、ロータリー活動と自分の

仕事ができますように「医療・薬・介護、看

護、栄養、食、予防」等の情報を「外部卓話、

内部卓話」として会員の皆様に提供することに

あります。前半期の例会時間は各委員会の計画

などで時間が取れませんが、後半期になると例

会時間が少し空いてきますので、プログラム委

員会と相談して情報の提供に努めたいと思いま

す。 
 
                 閉 会 

 １０月 職業奉仕米山月間 

点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  戸高克彦委員        

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

    
  
      中川貴夫会長 
 

 １０月に入り、秋らしく

涼しさを感じるようになり

ましたが、メンバーの皆様

お元気にお過ごしでしょう

か？ 

 最近は、テレビを見ても

「これでいいのか日本」と

でも言いましょうか？腹立たしい事ばかりで

す。「言った方が勝ち」の世界に負けない、対

応できる強い日本になって欲しいと思います。 

 会長職を拝命してやっと３カ月が過ぎました

が会員の皆様にはご協力を戴きありがたく思い

ます。今月は、職業奉仕及び米山月間ととも

に、ガバナー公式訪問です。会員の皆様にはお

願いばかりで申し訳なく思っておりますが修練

と思いさらなるご協力をお願い致します。 

 10月７日(木)、今の予定では午後７時より、 

あゆの里ホテルにてガバナーを囲み３クラブ合

同懇親会を行います。是非、まだ出欠の返事を

されて無い方は参加をよろしくお願い致しま

す。翌日は、木下光一ガバナー公式訪問です。

前例会でお話致しました様に、奉仕プロジェク

ト部門のクラブ協議会を行います。ガバナーに

質問がありましたら前もってお知らせ戴ければ

幸いです。前回お話いたしました様に12時から

食事をとって戴き、12時30分スタート、14時ま

で時間を戴きたいと思います。どうしても仕事

通  算  2 6 2 9回 

2 0 1 0年 1 0月 1 日 

第 12 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂委員 

に差し支える方は13時30分に退席戴いても構い

ませんが、ガバナーのお話はなかなか聞けませ

んので、新しいメンバーの方は是非、時間調整

をして残って戴ければ幸いです。よろしくお願

い致します。 

 会長に就任させてもらって以来、例会ごと

に、「職業奉仕といって例会をおろそかにしな

いで下さい。」と話します。木下ガバナーも同

じことを言われますが、先日、ある会合の時に

若い人吉ロータリーメンバーさんが「会長、す

いません。会長が言われる事が分かっているの

ですが、・・・・出席・出来るように努力しま

す。」と言って戴きました。私は、「ありがと

うございます。あなたの思いを言って戴きうれ

しかったです。是非、頑張って下さい。しか

し、私たちはロータリーで飯を食べているので

はありませんから、仕事が一番ですよ。間違っ

てもロータリーでは無いのです。仕事において

クレーム、突発的事案、etc など発生したら

電話一本、ロータリー事務局に入れて仕事に向

かって下さい。」と話をさせて戴きましたし

「ただ、調整できる時はしっかり行ってロータ

リーに出席戴ければ良いと思います。もう一つ

進めばどこかでメークアップして戴ければロー

タリー精神に則していると思います。」とお願

いを致しました。私は、彼と話をさせて戴き、

とてもうれしかったですし、会長として言い難

いことも言わなければならない自分に明るい光

が射したように思えました。素晴らしい新しい

会員が人吉ロータリークラブに在籍されている

事をとてもうれしく思いました。ありがとうご

ざいます。 

 さて、今月は職業奉仕月間ですので、職業奉

仕について話をしたいと思います。 

 ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世

の中に貢献するために、奉仕の心を育て向上さ

              第２回クラブ協議会 前半 



 内が届いておりますので、社会奉仕委員会葉 

 山委員長にお願い致します。 

    日時:９月30日 13:30〜 

(2)2720地区職業奉仕セミナーが10月23日(土) 

 別府大学大分キャンパスで開催されますの 

 で、高山地区委員・会長・幹事・塚本職業奉 

 仕委員長で参加して参ります。 

(3)第8回ひとよし春風マラソン実行委員会の案 

 内が届いております。 

(4)第37回人吉文化祭前夜祭のご案内が届いて 

 おります。中川会長が出席します。 

 

 ～寄付の申し出～  

                    

【親睦委員会】      塚本哲也委員 

   

  ９月のゴルフ表彰 ９月12日チサン＜＜人吉 

せる事です。奉仕とは他人の為に何かをする

事、他人のニーズを充たす事を自己の責務とし

て行う事です。ロータリーの目的は、職業を通

して社会のいろいろなニーズを満たすこと、と

いうことになります。職業奉仕とは、職業を通

して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよ

う努力を重ねると言う事です。それによって、

自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から

尊敬される存在にする事が出来るのです。ここ

で大事なことは、ロータリアンは日々の仕事を

通して生きる力の根本である自らの道徳的能力

を高め、それを社会に反映させることを責務と

して考えて努力しているということです。すな

わち、ロータリアンは日常の職業活動を通し

て、自分の職場の従業員、取引先の人達やその

関係者、ひいては地域社会の人達の模範とな

り、生きる力の根源である道徳的能力を向上さ

せることに努めているのです。このような仕事

の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでい

ます。皆さんが真のロータリアンであるか否か

は、皆さん自身とその職場が社会の模範となる

様に努力する事を自己の責務と考えているか否

かにかかっているのです。 

 米山奨学については次回話したいと思いま

す。米山奨学生招待事業は、安達委員長さんに

より進めて戴き、10月15日（金）の例会に奨学

生を招待し卓話をして戴きます。 

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 
 

【10/1 第４回定例理事会での承認事項】 

○10/12のクリーン人吉をメークアップとする 

 ことを承認頂きました。   

○次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を人吉RCより推薦すること 

 を承認頂きました。 

○国際奉仕委員会から出されました慶山RC青少 

 年交流の会計報告を承認頂きました。 

○石蔵美佐子会員からの出席免除願いを承認頂 

 きました。 

○平成22年度「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金 

 運動協力は、募金箱をまわすことを承認頂き 

 ました。 

○10月8日(金)ガバナー公式訪問において、例 

 会時間を12：30～14：00へ変更することを承 

 認頂きました。 

○事務局員制服作成の承認を頂きました。 

○新幹線開通記念ロータリークラブ車椅子駅伝 

 帽子購入について、１つ2800円を全会員購入 

 する事を承認頂きました。 

【連絡事項】  

(1)社会福祉法人人吉市社会福祉協議会より   

 第2回歳末たすけあい演芸会実行委員会の案 

本田節会員より、三女

結婚を記念して、ロー

タリ財団委員会、米山

奨学委員会へご寄付が

ありました。 

                  １０月１０月１０月   のお誕生日のお誕生日のお誕生日   

11日  小林祐介会員 12日  尾方芳樹会員 

14日  漆野智康会員 20日  和田栄司会員 

28日  馴田信治会員 30日  浅野  強会員 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 浅野 強 ８４ １５．５ ６８．５ 

準優勝 中川貴夫 ７９ ８ ７１ 

３位 小林祐介 ９２ １９ ７３ 

４位 石原弘章 ８８ １４．４ ７３．６ 

5位 漆野智康 ８７ １３．２ ７３．８ 

１０月 の結婚記念日１０月 の結婚記念日１０月 の結婚記念日 

１日  田上和弘会員 ３日  和田栄司会員 

10日  赤池利光会員 15日  板井英朗会員 

15日  川越公弘会員 17日  中島博之会員 

   ◇ お知らせ ◇ 

  １０月のゴルフ 

10月17日(日)、10時41分

スタート！場所は球磨＜＜

です。 

；； 岩本光義 敢闘 浦田繁喜 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ②浦田繁喜   ⑧中川貴夫 

  ⑫鳥井正徳  ⑮浦田繁喜 

  
   岩井和彦副委員長 

 
【ニコニコ箱委員会】    水野虎彦委員長 

・中川会長 本田さん、三女華子さんおめでと 

 うございました。ゴルフにて賞品を戴きあり 

 がとうございます。         2,000 

・浅野会員 優勝しました。１年振りです。 

                   2,000 

・尾上会員 頑張ります。             2,000 

・和田会員 誕生、結婚祝いありがとうござい 

 ました。              2,000 

・田上会員 結婚記念のお祝いをいただき、あ 

 りがとうございました。今日が記念日です。 

                   2,000 

・本田会員 所用のため、早退します。 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/1合計11,000 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
     
    第２回クラブ協議会 
 

クラブ運営委員会 委員長)宮原和広 副)馴田信治 

 クラブ運営委員会は12委員会の委員長さんで

構成されています。３ヶ月の間に各委員会では

積極的に家庭集会を実施して頂き、委員会の親

睦を図られ、方針・計画に基づいて着実に実行

運営されています。各委員長さん御苦労です

が、今後の運営活動に万全に期して頂きますよ

う宜しくお願い致します。 
 
Ｒ情報委員会  委員長)片岡啓一 副)髙嶋康二 

                  委員)浦田繁喜･岩本泰典･高山征治 

  ロータリークラブの会員に対して、ロータ 

リーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供す

ることを方針に建てました。具体的な計画は①

会員候補者に対するオリエンテーションを実

施。②新会員に対して早くクラブに溶け込める

ようサポート会員を指名。③新入会員の勉強会

を開催。④ロータリー理解推進月間、国際ロー

タリー創立記念日、人吉ロータリー創立記念日

などに記念卓話実施。⑤ロータリーミニ情報の

提供  以上の活動を計画しました。 
 
ＳＡＡ   委員長)原田知一郎 副)馬場貞至 

  委員)蓑田啓悟･本田節･山口令二･田上和弘･戸高克彦 

１．ＳＡＡ委員、馬場副委員長を筆頭に、全員

でスムーズな運営・格調高い例会設営に務めて

おりますが、まだ不慣れな場面があり、失敗の

数々があり申し訳ありません。２．基本計画に

書かせていただきましたが、設営、ＢＧＭ、

ロータリー体操音楽等、会員全員で取り組んで

おりますが、理想の状況には程遠いことは否定

できません。３．早急に委員会を開催し、再

度、集合時間、設営、タクト、席割り等の検討

など取り組みたいと思います。まだ、3ヶ月、さ

れど3ヶ月です。なんとか基本計画に近くしたい

と思いますが、もうしばらくお待ちください。 
 
 
プログラム委員会 委員長)井手富浩 副)尾上暢浩 

           委員)浅野 強 

 本日で第12回目の例会となりますが、時間配

分の失敗や出席率報告を飛ばしてしまったりと

ミスは数々ありましたが、会長、幹事、また会

員の皆様のご協力のおかげでどうにか例会の進

行を無事つとめさせて頂いております。さて、

プログラムでは、定例の｢ロータリーの友｣紹介

や、｢結婚・誕生祝い」「ゴルフ表彰」等のほ

か、各月間行事（例えば10月は職業奉仕米山月

間）というように各委員会の冠行事があります

が、各委員長様にはなるべく早目の段取り（日

程、卓話者等）を宜しくお願いいたします。ま

た、新入会員卓話は、岩本光義会員にやって頂

きましたが、次は永江会員、漆野会員、石原会

員の順番でお願いしたいと思っております。プ

ログラムの設定や出欠の状況で急な依頼になる

場合がありますので、出来ますれば事前に20分

程度の原稿を準備しておいて頂きますようお願

い致します。例会の円滑な進行・運営の為、今

後も努めて参りますので皆様の御協力、御助言

等、宜しくお願い致します。 
 
ニコニコ箱委員会 委員長)水野虎彦 副)北昌二郎 

         委員)小林祐介･延岡研一･岩本光義 

 ニコニコの収入は当クラブの特別会計予算と

して重要な財源であり、またその使途は、様々

本日の出席率 

会  員  数   70名   83.58% 

出席免除 3名 

9/17例会取り止め     欠席者数 11名 

出席者数 56名 

＊届け出欠席者  

  鳥井・齊藤・延岡・小林祐・石原・蓑田・平田 

  永江・愛甲英・葉山・北 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵  
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  ６６歳以下  中川貴夫 42・37・79 



 内が届いておりますので、社会奉仕委員会葉 

 山委員長にお願い致します。 

    日時:９月30日 13:30〜 

(2)2720地区職業奉仕セミナーが10月23日(土) 

 別府大学大分キャンパスで開催されますの 

 で、高山地区委員・会長・幹事・塚本職業奉 

 仕委員長で参加して参ります。 

(3)第8回ひとよし春風マラソン実行委員会の案 

 内が届いております。 

(4)第37回人吉文化祭前夜祭のご案内が届いて 

 おります。中川会長が出席します。 

 

 ～寄付の申し出～  

                    

【親睦委員会】      塚本哲也委員 

   

  ９月のゴルフ表彰 ９月12日チサン＜＜人吉 

せる事です。奉仕とは他人の為に何かをする

事、他人のニーズを充たす事を自己の責務とし

て行う事です。ロータリーの目的は、職業を通

して社会のいろいろなニーズを満たすこと、と

いうことになります。職業奉仕とは、職業を通

して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよ

う努力を重ねると言う事です。それによって、

自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から

尊敬される存在にする事が出来るのです。ここ

で大事なことは、ロータリアンは日々の仕事を

通して生きる力の根本である自らの道徳的能力

を高め、それを社会に反映させることを責務と

して考えて努力しているということです。すな

わち、ロータリアンは日常の職業活動を通し

て、自分の職場の従業員、取引先の人達やその

関係者、ひいては地域社会の人達の模範とな

り、生きる力の根源である道徳的能力を向上さ

せることに努めているのです。このような仕事

の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでい

ます。皆さんが真のロータリアンであるか否か

は、皆さん自身とその職場が社会の模範となる

様に努力する事を自己の責務と考えているか否

かにかかっているのです。 

 米山奨学については次回話したいと思いま

す。米山奨学生招待事業は、安達委員長さんに

より進めて戴き、10月15日（金）の例会に奨学

生を招待し卓話をして戴きます。 

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 
 

【10/1 第４回定例理事会での承認事項】 

○10/12のクリーン人吉をメークアップとする 

 ことを承認頂きました。   

○次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を人吉RCより推薦すること 

 を承認頂きました。 

○国際奉仕委員会から出されました慶山RC青少 

 年交流の会計報告を承認頂きました。 

○石蔵美佐子会員からの出席免除願いを承認頂 

 きました。 

○平成22年度「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金 

 運動協力は、募金箱をまわすことを承認頂き 

 ました。 

○10月8日(金)ガバナー公式訪問において、例 

 会時間を12：30～14：00へ変更することを承 

 認頂きました。 

○事務局員制服作成の承認を頂きました。 

○新幹線開通記念ロータリークラブ車椅子駅伝 

 帽子購入について、１つ2800円を全会員購入 

 する事を承認頂きました。 

【連絡事項】  

(1)社会福祉法人人吉市社会福祉協議会より   

 第2回歳末たすけあい演芸会実行委員会の案 

本田節会員より、三女

結婚を記念して、ロー

タリ財団委員会、米山

奨学委員会へご寄付が

ありました。 

                  １０月１０月１０月   のお誕生日のお誕生日のお誕生日   

11日  小林祐介会員 12日  尾方芳樹会員 

14日  漆野智康会員 20日  和田栄司会員 

28日  馴田信治会員 30日  浅野  強会員 

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 浅野 強 ８４ １５．５ ６８．５ 

準優勝 中川貴夫 ７９ ８ ７１ 

３位 小林祐介 ９２ １９ ７３ 

４位 石原弘章 ８８ １４．４ ７３．６ 

5位 漆野智康 ８７ １３．２ ７３．８ 

１０月 の結婚記念日１０月 の結婚記念日１０月 の結婚記念日 

１日  田上和弘会員 ３日  和田栄司会員 

10日  赤池利光会員 15日  板井英朗会員 

15日  川越公弘会員 17日  中島博之会員 

   ◇ お知らせ ◇ 

  １０月のゴルフ 

10月17日(日)、10時41分

スタート！場所は球磨＜＜

です。 

；； 岩本光義 敢闘 浦田繁喜 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ②浦田繁喜   ⑧中川貴夫 

  ⑫鳥井正徳  ⑮浦田繁喜 

  
   岩井和彦副委員長 

 
【ニコニコ箱委員会】    水野虎彦委員長 

・中川会長 本田さん、三女華子さんおめでと 

 うございました。ゴルフにて賞品を戴きあり 

 がとうございます。         2,000 

・浅野会員 優勝しました。１年振りです。 

                   2,000 

・尾上会員 頑張ります。             2,000 

・和田会員 誕生、結婚祝いありがとうござい 

 ました。              2,000 

・田上会員 結婚記念のお祝いをいただき、あ 

 りがとうございました。今日が記念日です。 

                   2,000 

・本田会員 所用のため、早退します。 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/1合計11,000 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
     
    第２回クラブ協議会 
 

クラブ運営委員会 委員長)宮原和広 副)馴田信治 

 クラブ運営委員会は12委員会の委員長さんで

構成されています。３ヶ月の間に各委員会では

積極的に家庭集会を実施して頂き、委員会の親

睦を図られ、方針・計画に基づいて着実に実行

運営されています。各委員長さん御苦労です

が、今後の運営活動に万全に期して頂きますよ

う宜しくお願い致します。 
 
Ｒ情報委員会  委員長)片岡啓一 副)髙嶋康二 

                  委員)浦田繁喜･岩本泰典･高山征治 

  ロータリークラブの会員に対して、ロータ 

リーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供す

ることを方針に建てました。具体的な計画は①

会員候補者に対するオリエンテーションを実

施。②新会員に対して早くクラブに溶け込める

ようサポート会員を指名。③新入会員の勉強会

を開催。④ロータリー理解推進月間、国際ロー

タリー創立記念日、人吉ロータリー創立記念日

などに記念卓話実施。⑤ロータリーミニ情報の

提供  以上の活動を計画しました。 
 
ＳＡＡ   委員長)原田知一郎 副)馬場貞至 

  委員)蓑田啓悟･本田節･山口令二･田上和弘･戸高克彦 

１．ＳＡＡ委員、馬場副委員長を筆頭に、全員

でスムーズな運営・格調高い例会設営に務めて

おりますが、まだ不慣れな場面があり、失敗の

数々があり申し訳ありません。２．基本計画に

書かせていただきましたが、設営、ＢＧＭ、

ロータリー体操音楽等、会員全員で取り組んで

おりますが、理想の状況には程遠いことは否定

できません。３．早急に委員会を開催し、再

度、集合時間、設営、タクト、席割り等の検討

など取り組みたいと思います。まだ、3ヶ月、さ

れど3ヶ月です。なんとか基本計画に近くしたい

と思いますが、もうしばらくお待ちください。 
 
 
プログラム委員会 委員長)井手富浩 副)尾上暢浩 

           委員)浅野 強 

 本日で第12回目の例会となりますが、時間配

分の失敗や出席率報告を飛ばしてしまったりと

ミスは数々ありましたが、会長、幹事、また会

員の皆様のご協力のおかげでどうにか例会の進

行を無事つとめさせて頂いております。さて、

プログラムでは、定例の｢ロータリーの友｣紹介

や、｢結婚・誕生祝い」「ゴルフ表彰」等のほ

か、各月間行事（例えば10月は職業奉仕米山月

間）というように各委員会の冠行事があります

が、各委員長様にはなるべく早目の段取り（日

程、卓話者等）を宜しくお願いいたします。ま

た、新入会員卓話は、岩本光義会員にやって頂

きましたが、次は永江会員、漆野会員、石原会

員の順番でお願いしたいと思っております。プ

ログラムの設定や出欠の状況で急な依頼になる

場合がありますので、出来ますれば事前に20分

程度の原稿を準備しておいて頂きますようお願

い致します。例会の円滑な進行・運営の為、今

後も努めて参りますので皆様の御協力、御助言

等、宜しくお願い致します。 
 
ニコニコ箱委員会 委員長)水野虎彦 副)北昌二郎 

         委員)小林祐介･延岡研一･岩本光義 

 ニコニコの収入は当クラブの特別会計予算と

して重要な財源であり、またその使途は、様々

本日の出席率 

会  員  数   70名   83.58% 

出席免除 3名 

9/17例会取り止め     欠席者数 11名 

出席者数 56名 

＊届け出欠席者  

  鳥井・齊藤・延岡・小林祐・石原・蓑田・平田 

  永江・愛甲英・葉山・北 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵  

ﾄﾞﾗｺﾝ    
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 ⑤浦田繁喜 

 ⑱鳥井正徳 

  ６６歳以下 
 ⑤尾上暢浩 

 ⑱漆野智康 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上  鳥井正徳 49・42・91 

  ６６歳以下  中川貴夫 42・37・79 



な協賛金や周年行事の積立金などであります。

本年度目標は150万円を目標としており、現在

３ヶ月の集計を見ますと469525円となっており

ます。順調な推移かと存じます。ニコニコの徴

収に偏りがないように注意し、会員及び会員の

家族の嬉しいニュースや情報をタイムリーにと

らえ、進んでニコニコして頂けるよう促しま

す。年度１回目の例会と納涼家族会は全員ニコ

ニコとして会員皆様より徴収させて頂いており

ます。尚、その他、年間では忘年会・新年会・

ＲＩ創立記念日・クラブ創立記念日も全員ニコ

ニコとなっております。どうかご了承頂きます

様お願い申し上げます。 
 
会員組織増強委員会 委員長)有馬宏昭 副)鳥井正徳 

     委員)堤 脩･伊久美寛志･有村隆徳･武末憲一 

 皆様のご協力で、石原弘章会員、漆野智康会

員に入会いただきました。ありがとうございま

す。年初計画で、純増３名の目標を掲げており

ます。今後も、これまで通り、人吉ロータリー

クラブにふさわしい方の増強に努めてまいりま

す。また、会員増強の補助資料として使ってい

ただけるような、ロータリークラブ情報を人吉

ロータリークラブのホームページに掲載させて

いただきたく予定です。関係する委員会の皆様

のお知恵をお借りし、進めてまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
職業分類委員会  委員長)岡啓嗣郎 副)尾方芳樹 

     委員)木村正美･堤 正博･山本瑤子･釜田元嘉 

 方針として、会員資格に関する職業分類の原

則を維持する。この原則を十分に認識し、クラ

ブ組織の発展の為に運営する。計画として、①

職業分類調査及び職業分類表を時代に見合った

ものに整備。②被推薦者が職業分類の資格条件

を満たしているかの決定に当たっては、理事会

と協議する。③会員増強委員会と会員選考委員

会と連絡を密にする。 

10月1日現在、２名の入会; 7/16漆野智康会員 

（大分類；化学工業 小分類；臨床検査） 

7/30石原弘章会員（大分類；金融 小分類；外

国為替銀行）。その後、９月に候補者１名を調

査致しました。 
 
会員選考委員会  委員長)赤池利光 副)石原弘章 

        委員)大久保勝人･小林清市･外山博之 

 方針計画については、７月23日第４例会時、

クラブ協議会で発表しておりますので省略し、

その後の委員会活動を報告します。 

 ９月10日第11回例会時に渡辺幹事より会員増

強委員会を経由した新会員候補者推薦がありま

したので第13回例会時に委員会を開催しまし

た。委員会に先立ち新会員候補者と関連しそう

な既存会員には個別に意見を聞き、それを委員

会に報告し、委員会は歓迎とし、渡辺幹事に意

見具申しました。職業分類委員会岡委員長とも

分類貸与を話し合いました。 

雑誌委員会  委員長)川上博久 副)川越公弘 

      委員)友永和宏･丸尾孜･永尾禎規･漆野智康   

方針として、ロータリー（R・I、地区共）の方

針、行事、各クラブの活動状況等を「ロータ

リーの友」を読むことにより、認識し、ロータ

リー活動への理解をより一層深めてもらう。雑

誌委員会の会員から「ロータリーの友」を読む

習慣をつけてもらう。計画としましては、①

「ロータリーの友」見所紹介を配布日に実施す

る。②ロータリー活動を広く認識して頂くため

に、公共的な場所に「ロータリーの友」を配布

する。月別担当を決めて行う。 
 
クラブ会報委員会 委員長)山田仁法 副)牛島スミ子 

             委員)立山 茂･愛甲 康･山賀勝彦 

 第１回クラブ協議会（7/23）で発表した方

針・計画の通りに順調に推移しております。こ

れも一重に会員、会報委員の皆様のご協力のお

かげです。また会報の編集・作成に関しては、

事務局の緒方さんには大変お世話になっており

ます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

ご迷惑かけることも多々あるかと思いますが、

これからも宜しくお願いします。 

 会報に掲載します原稿の提出については、各

委員長、会員のご協力により高い率で提出して

いただいております。これにより会報の内容充

実がはかられ、大変助かっております。感謝申

し上げます。 

 最後に委員会からと言うよりも、委員長の私

からの要望ですが、例会時に原稿を見て発表さ

れる会員・外部の方々を撮影する時、今使用し

ているカメラでは正面の顔を写すことが困難で

す。速写というか連写できるカメラがあったら

いいな、と思っております。ご検討をお願いし

たいです。 
 
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   

  医業Doctorばかりで、来週のクラブ協議会に

委員長としてガバナーの前で発表できません事

に深くお詫び申し上げます。 

 この「ヘルスサポート委員会」は、人吉RC独

自の委員会であり、他クラブにはないものと思

われます。目的は、私たちロータリアンが精神

的、肉体的に健康で、ロータリー活動と自分の

仕事ができますように「医療・薬・介護、看

護、栄養、食、予防」等の情報を「外部卓話、

内部卓話」として会員の皆様に提供することに

あります。前半期の例会時間は各委員会の計画

などで時間が取れませんが、後半期になると例

会時間が少し空いてきますので、プログラム委

員会と相談して情報の提供に努めたいと思いま

す。 
 
                 閉 会 

 １０月 職業奉仕米山月間 

点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  戸高克彦委員        

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

    
  
      中川貴夫会長 
 

 １０月に入り、秋らしく

涼しさを感じるようになり

ましたが、メンバーの皆様

お元気にお過ごしでしょう

か？ 

 最近は、テレビを見ても

「これでいいのか日本」と

でも言いましょうか？腹立たしい事ばかりで

す。「言った方が勝ち」の世界に負けない、対

応できる強い日本になって欲しいと思います。 

 会長職を拝命してやっと３カ月が過ぎました

が会員の皆様にはご協力を戴きありがたく思い

ます。今月は、職業奉仕及び米山月間ととも

に、ガバナー公式訪問です。会員の皆様にはお

願いばかりで申し訳なく思っておりますが修練

と思いさらなるご協力をお願い致します。 

 10月７日(木)、今の予定では午後７時より、 

あゆの里ホテルにてガバナーを囲み３クラブ合

同懇親会を行います。是非、まだ出欠の返事を

されて無い方は参加をよろしくお願い致しま

す。翌日は、木下光一ガバナー公式訪問です。

前例会でお話致しました様に、奉仕プロジェク

ト部門のクラブ協議会を行います。ガバナーに

質問がありましたら前もってお知らせ戴ければ

幸いです。前回お話いたしました様に12時から

食事をとって戴き、12時30分スタート、14時ま

で時間を戴きたいと思います。どうしても仕事

通  算  2 6 2 9回 
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に差し支える方は13時30分に退席戴いても構い

ませんが、ガバナーのお話はなかなか聞けませ

んので、新しいメンバーの方は是非、時間調整

をして残って戴ければ幸いです。よろしくお願

い致します。 

 会長に就任させてもらって以来、例会ごと

に、「職業奉仕といって例会をおろそかにしな

いで下さい。」と話します。木下ガバナーも同

じことを言われますが、先日、ある会合の時に

若い人吉ロータリーメンバーさんが「会長、す

いません。会長が言われる事が分かっているの

ですが、・・・・出席・出来るように努力しま

す。」と言って戴きました。私は、「ありがと

うございます。あなたの思いを言って戴きうれ

しかったです。是非、頑張って下さい。しか

し、私たちはロータリーで飯を食べているので

はありませんから、仕事が一番ですよ。間違っ

てもロータリーでは無いのです。仕事において

クレーム、突発的事案、etc など発生したら

電話一本、ロータリー事務局に入れて仕事に向

かって下さい。」と話をさせて戴きましたし

「ただ、調整できる時はしっかり行ってロータ

リーに出席戴ければ良いと思います。もう一つ

進めばどこかでメークアップして戴ければロー

タリー精神に則していると思います。」とお願

いを致しました。私は、彼と話をさせて戴き、

とてもうれしかったですし、会長として言い難

いことも言わなければならない自分に明るい光

が射したように思えました。素晴らしい新しい

会員が人吉ロータリークラブに在籍されている

事をとてもうれしく思いました。ありがとうご

ざいます。 

 さて、今月は職業奉仕月間ですので、職業奉

仕について話をしたいと思います。 

 ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世

の中に貢献するために、奉仕の心を育て向上さ

              第２回クラブ協議会 前半 


