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    中川貴夫会長 
 

 まだまだ寒い日が続き体調

管理はいかがでしょうか？ 

 最近は自然が異常となりつ

つあるのでしょうか？皆様ご

存じのように宮崎県境の霧島

山・新燃岳が噴火し各地に被

害を起こしているようです。特に宮崎県にお

きましては、牛・豚の口蹄疫から始まり、現

在の鳥インフルエンザ、そして今回の火山噴

火、なんという神様のいたずらでしょうか？

いや、いたずらでは済まされない事態でしょ

う。景気低迷のおり最悪の事態です。風向き

次第では人吉にも被害がおよぼすかもしれま

せんが一日も早く沈静化して欲しいもので

す。 

 さて、先々週から皆様にお願い致しており

ました、３月12～13日、大分における地区大

会の件ですが、お陰さまでご夫人を合わせま

して約50名の参加登録予定を戴いておりま

す。ちょうどその日が新幹線開通イベント及
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び中学校の卒業式と重なり、参加したいとの

希望を戴いたのですが致し方有りません。皆

様のご協力に感謝致します。楽しい地区大会

にしたいと思っております。１月31日が１次

締め切りになっております。残念ながら今回

参加出来なくても、宮原年度も地区大会は有

りますので、どうぞ参加をよろしくお願い致

します。 

 さて、12月から１月にかけては次年度の地

区委員の推薦依頼書類の提出時期であります

が、何かの手違いで我がクラブにはメールも

文書も届いておりませんでした。地区に確認

致しまして、受付日時は過ぎておりますが１

月末まで提出可となりましたので、是非、地

区へ委員として出向をして戴きたいと思いま

す。希望される方は申し出て下さい。希望が

無ければ、宮原次年度と協議の上、個別にお

願い致し、被選理事会にて決定して戴きたい

と思います。私の年度は、高山征治会員が職

業奉仕小委員会に出向して戴いております。 

 先週もお話をいたしましたが、今月はロー

タリー理解推進月間です。 

 ちょうど、地区委員についてお話させて戴

きましたので地区委員会がどういうものか、 

また、どんな委員会があるか説明致します。

地区委員会は、ガバナー補佐の助言を得てガ

バナーが公式に設定する地区目標を实行する

事を託されています。ガバナー・エレクト、

ガバナー、直前ガバナーはリーダーシップの

連続性と継続した計画を確实にするために協

力して仕事すべきであります。ガバナー・エ

レクトは委員会の欠員を補充し、委員長を任

命し、年度開始に先立って計画会議を指揮す

る責任があります。 

              第３回クラブ協議会  後半 



 委員会は、現行の運営を機能させる為に任

命されるものです。 

◎会員増強 ◎拡大 ◎財務 ◎地区プログ

ラム（青尐年交換、ＲＡＣ） ◎広報 ◎地

区大会 ◎ロータリー財団 ◎ＲＩ国際大会

推進 ◎地区研修 

 ガバナー及び地区指導チームが認めた特別

の任務を遂行する場合、地区委員が追加任命

されます。 

 今日は、川尻ガバナー補佐からお話を戴き

ますのでこれにて会長の時間を終わります

が、先週に引き続きクラブ協議会を行いま

す。今日は、奉仕プロジェクト部門です。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 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】 

・会長幹事合同会議開催の案内が届いており 

 ますので、会長幹事で参加して参ります。 

    日 時:2月7日(月)12:30～13:30  

     場 所:芦北町よしみレストラン 

・八代单RC創立35周年記念式典の案内が届い 

 ております。 

    日 時:4月3日(日)午後5時～ 

      場 所:八代グランドホテル 

【例会変更】 

 熊本西ＲＣ2/8→17:00～夜の例会に変更 

            熊本全日空ﾎﾃﾙﾆｭｰｽｶｲ 

【本日の配布】 

 ロータリーの友１月号  

 九州新幹線全線開業記念『ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ320ｷﾛ 

 駅伝』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

 人吉RC会報2640号.2644号 

 

【来訪者より】 

   熊本第６分区 川尻成美ガバナー補佐 
  

 本日は１月15日に熊本地区の

ガバナー補佐会議がございまし

たので、そのご報告に参りまし

た。４点お話いたします。１点

目は、地区大会登録料の件で

す。今年度は登録方法がこれま

でと違っておりまして、各クラブの皆様から

疑問の問い合わせがございました。12月末、

各クラブ宛てにガバナーから今回の登録につ

いて説明がございましたように、「地区大会

は地区内の各クラブ会員が一同に集う意見交

換の場であり、クラブの考えや活動の交流を

行う場です。１日目夕刻に開催される懇親会

は全出席者の参加の下で開催する公式行事で

あると考え、是非ご理解をお願い申し上げま

す。」とありました。皆様宜しくお願い申し

上げます  

 ２点目は、ガバナーノミニー選考について

です。久しく出ていない熊本单部第５,６,７

分区の方から推薦を出すことで引き受けてま

いりました。現在、各クラブを訪問してお願

いしておりますが、第５と第７分区は尐々難

しい話だとのことでしたので第６分区で選考

していきたいと思っております。中で一番大

きい人吉クラブさんからの推薦を諮って頂け

ればと思っております。今後、３月までには

候補を選定致しまして、６月に推薦を挙げた

いと思います。どうか宜しくお願い申し上げ

ます。 

 ３点目、本日皆様に「九州新幹線全線開業

記念 ロータリークラブ320ｷﾛ駅伝」のチラシ

とポスターをお配りしております。店舗等に

貼って頂き、地域の方々にお知らせ頂きます

ようお願い申し上げます。それから、人吉ク

ラブさんには記念帽子購入による運営資金の

ご協力を頂き、誠にありがとうございまし

た。 

 最後になりますが、２月７日、第６分区の

会長幹事会を開催致します。主な議題はＩＭ

の日程と内容についてであります。５月下旬

に開催したいと思っておりますが、今後の会

議で話を詰め、皆様へご案内をしたいと思っ

ております。 
 
 
 ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 

 

 

 

【米山奨学委員会】     安達玄一委員長 

 先週の例会において高嶋会員より米山奨学

委員会へ入会後、連続40年出席率100％を記念

してと、六万円の特別寄付を頂きました。改

めて御礼申し上げます。この度の寄付により

高嶋会員の個人寄付の累積が30万円となり通

算第3回目の米山功労者マルチプルの表彰に該

当しますので会員の皆様にご報告いたしま

す。高嶋会員は今年で通算17回目の米山奨学

 齊藤日早子二会員よ

り、快気祝いとして、

ロータリー財団 と米

山記念奨学会へご寄付

がありました。 



います。 

 横組み１ページＲＩ会長が「評価のとき」

と題され、ロータリー年度の折り返し点に

立っていて、今こそが自分たちのクラブの長

所や短所を見直すときと、１月は役員だけで

なく、すべてのロータリアンがそれぞれのク

ラブの評価に参加するようにと奨励されてい

ます。 

 ５ページからは「故きを温ね、新しきを知

る 温故知新」― 1911年１月号『The  Na-

tional Rotarian』の創刊号の主要記事は「合

理的ロータリアニズム」と題されたロータ

リーの創設者ポールハリスによる5000語の

エッセイでした。本誌ではこのエッセイの抜

粋に合わせ、2010-11年度ＲＩ会長クリンギン

スミス氏に、ロータリー哲学に関してのハリ

スの考えが現代の私たちに与えたものについ

てたずねてみました。 

 「皆さんの理解しているロータリーの哲学

とはどのようなものでしょうか」「皆さんの

うちで仕事上の目的でクラブに入ることを不

名誉もしくは非道徳的だと考える人はどれほ

どいますか？」と私は質問をしてみたい。あ

る人はクラブ内でビジネスのことを頼むのは

厳しく禁止されている。また、ロータリーと

は仲間の会員に仕事上の便宜を与え、影響を

広げたり、仲間の会員あるいはその影響下に

ある人々から仕事をもらうという以上のも

の、またそれ以外のものを意味する。またあ

る人は、クラブに入ったのは勧誘してくれた

人が、このクラブは仕事上の目的で集まった

異なる業種の实業家のグループであると言っ

たから、またある人は、社会に恩返しするた

めの機関であると考えてきた。という。地域

社会の中でよく思われていればクラブの成長

も一段と強力で永続するものになるであろ

う。人間であれクラブであれ、地域社会のこ

とを考えるならば、そのためにつくすことで

ある。 

 また、全世界のロータリアンと交流できる 

としたら、「世界中でこれほど成功を収める

組織にしたロータリーマジックは何か？」と

質問をしてみたい。仕事上のつながりをも否

定する人たちは「超我の奉仕」の標語が採択

されたとき、ロータリーでは個人的な仕事の

利益は放棄するという明白な決定がなされ、

初期の慣行の名残はロータリーの名声を汚す

ものだ、仕事上の関わりにおいて価値がある

ことを考えている人は、人と出会うために

ロータリーに入会し、それによって仕事上の

つながりができるのはクラブ会員として大切

な要素となってきた当然の目的である。1911

年に採択された「最もよく奉仕する者、最も

生招待事業においても、これまで多大な貢献

をされており、過去の事業資料や写真等を数

多く正確に記録されています。大切に保管さ

れていますので、是非皆さんにも見て頂きた

いと思います。栄誉ある40年出席率100％、本

当におめでとうございます。機会ありました

ら出席委員会でも特別表彰か卓話を検討され

たらいかがでしょうか。 

 

【ローターアクト委員会】  馬場貞至委員 

 人吉ローターアクトクラブの２月の第一例

会を２月４日(金)19時30分より、ひまわり亭

にて開催します。内容は35周年記念例会につ

いてとなっております。たくさんの方のＭＵ

をお待ちしております。 

 
  
   永江 浩委員 

 

【雑誌委員会】 
 
    ロータリーの友１月号の紹介 
  
           紹介者 川越公弘委員 

 
 １月ももう終わりですが、

１月はロータリー理解推進月

間です。横組み表紙は間250万

人の登山者やスキー実が訪れ

る大山の雨氷の写真で、霧氷

や樹氷はよく見られますが、

水は低温の場合、動きながら

凍ってしまうと透明になり、

非常にめずらしいということです。 

 縦組みの表紙は、冬の風が吹き荒れる犬吠

埼の写真で自然のきびしい表情や美しい貌が

あらわれるとき、その色彩や形状ばかりでは

なく、ものすごいエネルギーを出しているこ

とに感動したと、海もまた山と同じように实

に表情ゆたかで驚きますとメッセージされて

本日の出席率 

会   員   数   71名   81.16% 

出 席 免 除 3名 1 / 1 4 例会出席率  79.71％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 3名 

出 席 者 数 56名 修 正 出 席 率 84.05％ 

＊届け出欠席者  

  川上・本田・山田・立山・田上・蓑田・尾上 

  小林清・葉山・山本・高山・外山 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

＊メークアップ 

 人吉ＲＡＣ例会；中島・鳥井・立山 



よく報いられる」という標語について、ロー

タリーの価値観の一つは親睦であり、私たち

は皆、自分がよく知り、信頼できる人とのビ

ジネスを好むことを認める。ロータリアンは

この100年間、ポールハリスの賢明なアドバイ

スに従い、120万人の会員のエネルギーの創意

によってロータリーの最良の日はまだこれか

らも続くと思わせてくれる。 と語っておら

れます。 

 13ページからは、日本のロータリー90年の

歩みという事で、1920年東京ロータリークラ

ブが創立され、３年後の1923年関東大震災に

は全世界から支援が集められました。ちなみ

に人吉クラブ創立の1957年（昭和32年5月25

日）はＲＩ地区番号整理、日本５地区に分

割、番号が300番台に。本年度は人吉クラブ創

立53年目ですね。 

 32ページ、ロータリー掲示板には2011～12

年度「友」誌の表紙写真募集が出ています。

テーマは「日本の今を切り取る」だそうで

す。３月12日には九州新幹線全線開通です

ね、皆様応募されてみたらいかがですか。 

 縦組み２ページには「日本の心」と題さ

れ、日本ユネスコ協会連盟会長の松田昌士氏

が、日本はもう一度自分の周りを振り返って

みる、ということをしなければいけない。世

界の中の日本といっても、それは言葉だけで

現实ににはあり得ないと思っている。日本人

の言うことに耳を傾けてくれる人がだんだん

尐なくなってきているのを实感します。尖閣

諸島での中国、竹島での韓国、北方領土での

ソビエトと外交問題にしてもそう思います。 

 ７ページ、この人この仕事の欄に、熊本グ

リーンロータリークラブの弁護士、29歳の本

田会員が紹介されています。「自分の目に見

えるところで人の役に立つ仕事」と題した 

記事です。父親は熊本市役所職員で、母親は

小学３年のときに亡くなっておられるそうで

す。現在入会して２年余りの本田会員は、

「クラブに所属していると職業奉仕、社会奉

仕の訓練が自ずとできる。“偽善”と言われ

そうなことでも恥ずかしがらずにやれる。そ

れがいいですね。偽善を繰り返しているうち

に本当の善ができる気がします」と述べられ

ています。 

 10ページ、卓話の泉で「噛んで予防」と題

し、「よく噛む」ことは体だけでなく脳の健

康にも密接に関与し、肥満防止や記憶力、思

考力の向上、認知症や誤嚥性肺炎の予防にと

ても効果があります。早食いを防止・噛み方

四つのコツが紹介されています。 

 30ページロータリーアットワーク欄に都城

ＲＣより、「昨年春に発生した口蹄疫で経済

への影響が心配され、尐しずつ活気を取り戻

しつつある中、『癒しの例会で停滞を吹き飛

ばせ』と、９月 24日、癒しの例会が開催さ

れ、ＤＶＤと会員持参の音響システムで、素

晴らしい歌声の世界が広がり、大満足の日と

なった」と紹介があります。そんな例会もい

いかもですネ。井手プログラム委員長いかが

でしょう。以上、ロータリーの友１月号の紹

介を終わります。 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・熊本第６分区川尻成美ガバナー補佐 寒中 

 御見舞申し上げます。地区大会の御出席宜 

 しくお願いします。        3,000 

・片岡会員 私の祝賀会にたくさんのロータ 

 リアンに御出席頂き心暖まるお祝いをして 

 頂きありがとうございました。   10,000 

・村山会員 1月25日、模範衛生施設として県 

 知事表彰を受けましたのでニコニコしま  

 す。仕事のため早退します。        5,000 

 ニコニコ･ごめんねカード1/28合計18,000 

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

 

     第３回クラブ協議会 
 
 
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 

 年初の増員計画は純増２名です。現在は富

田和典会員の交替で石原弘章会員が入会、そ

の後漆野智康会員と青木一幸会員に入会頂

き、目標の２名純増は達成しております。し

かしながら、人吉ロータリークラブ発展のた

めに、今後も委員会の皆様と相談しながら、

会にふさわしい方へ勧誘してまいります。ま

た、会員増強に使えるようなロータリー情報

を、ホームページに掲載したいと計画してお

ります。 

  

職業奉仕委員会 委員長)塚本哲也 副)浦田繁喜 

 委員)有馬宏昭 山田仁法 山口令二 田上和弘 蓑田啓悟 

   青木一幸 

 方針・計画・予算は栞に記載の通りですので

省略させて頂きます。前期は活動らしい活動

はしておりませんが、今から行事が目白押し



です。２月に家庭集会、４月に優良職員表

彰、そして時期はまだ決まっておりません

が、職場訪問例会の实施、外部卓話、を予定

しております。今から多くの計画を实施して

いきますが、委員の皆さんをはじめ、会員の

皆さんもご協力をお願い致します。 

 

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・計画は栞記載のとおりです。半年経

過した中で、③の暴力追放協議会への参加に

おいては、済んでおりますが、青尐年市民会

議に出席し、夜の補導パトロールに参加をし

ております。②の募金活動への参加・協力に

ついては、大雨のためにおくんち祭りの最中

は中止となりロータリーの例会場だけでの協

力となりました。①の地域の社会奉仕、福祉

活動への参加・協力については、歳末たすけ

あいへの参加協力と２月５日の社会福祉のつ

どいに参加する予定です。⑤の人吉・球磨総

合美展への賛助についても済んでおります。

残りは、⑥の社会奉仕に関する卓話というこ

とになります。委員会を家庭集会を開いて人

選に移りたいと思っております。 

 

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 

 前回のクラブ協議会(10/8）以降、10月12日

の花火大会翌朝のクリーン作戦には会員18名

の参加を得て護国神社境内の清掃を行いまし

た。今後は、2月25日(金)の例会において環境

保全の外部卓話を計画しており、人吉市市民

部環境課より、｢人吉市の環境問題とその取組

について｣の演題でお話していただく予定にし

ております。また、４月５日には早朝例会、

お城祭り翌朝の清掃が予定されておりますの

でご協力を宜しくお願いします。 

 

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 

  当地域には、国宝青井阿蘇神社、ＳＬ復

行、３３観音巡り、球磨焼酎、球磨川下りを

始めとする歴史、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、活発に行われております。人吉ロータ

リークラブとしても、日頃より各方面へ支援

と協力を行い、地域発展に寄与していただい

ております。委員会としましては、昨年の８

月２日に家庭集会をやり、10月22日には外部

卓話としてアフターの宮崎薫さんが、まちづ

くりについて、外からの視点での話しをお願

いしました。今後は、５月に予定しておりま

す地域発展功労者の表彰にむけて情報収集の

ための２回目の家庭集会を開催したいと思っ

ております。会員の皆様も推薦したい団体や

個人がいらっしゃいましたら情報いただけれ

ば幸いです。 
 

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   

 前半期は行事が多く時間がとれませんでした

ので、後半期に内部並びに外部卓話をプログ

ラムに合わせて行う予定にしております。前

半期には10／29に新入会員卓話で漆野委員に

内部卓話として新鋭の血液検査器機の話をし

ていただきました。又、12／24には人吉総合

病院消化器・消化管外科部長の松下弘雄先生

に外部卓話をしていただきました。前半期に

傷病にて入院治療等をされていて、お元気で

退院され今日人吉ロータリー例会に出席され

ておられます方で、さしつかえなかったら、

入院体験卓話を募集しておりますので、奮っ

てお申し出いただきたいと思います。それか

らテープの関係で中止していました例会前の

ロータリー体操（ラジオ体操）を、今月より

例会10分前位より始めますので適当に参加し

てください。あとの後半期を頑張ります。家

庭集会もそのうち行いたいと思います。 

 

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  

 方針計画につきましては、前々回のクラブ

協議会で発表しておりますので、栞をご覧い

ただきますようお願いしまして、委員会報告

を致します。 

○人吉青尐年育成市民会議より、おくんち祭

りおよび花火大会の街頭パトロール实施（戸

高副委員長・漆野委員）○人吉青尐年育成市

民会議より子供会交流発表会に伴う校区説明

会 東校区（岩井）○第４回人吉青尐年育成市

民会議（岩井）○人吉青尐年育成市民会議 ２

学期終業式街頭パトロール（戸高副委員長）

○人吉青尐年育成市民会議 子供会交流発表会

※２月予定（岩井参加予定）○第28回青尐年

指導者育成研修会(4/23～4/24）場所：熊本交

通センターホテル 

 以上、様々な会議等がありますが、方針計

画に基づき、委員会活動を行っていきますの

で皆様のご協力をお願い致します。 

 

ローターアクト委員会 
    委員長)立山茂 副)石蔵美佐子 

    委員)馬場貞至･川上博久･丸尾 孜･鳥井正徳 

 アクトの現状については３回前の例会の会

務報告で詳しく報告させて頂きましたので、



今日は皆様にお願いがあります。７ヶ月を振

り返ったアクト委員会の反省です。 

 ①アクトとしての活動②自分たちで決めた

年間計画③新入会員の増加 ①と②について

はよく出来ていると思います。アクトも实に

よくやっています。③については、まだ１人

の増員も出来ていません。实は３月に仕事の

都合上１名が、そして６月の研修会では２名

が年齢で卒業することになり、３名の減とな

ります。去年の地区協議会（別府）の時、地

区１アクトが無理であるなら、近隣の複数ク

ラブで運営をするようにと指導を受けまし

た。それで、２月27日の人吉ローターアクト

35周年には多良木、人吉中央の会長にもお出

で頂き、人吉ローターアクトクラブの現状を

見て頂き、新入会員の紹介をお願いするつも

りでおります。 

 今後、委員会も努力致しますので、どうぞ

皆様からのご紹介をお願い申し上げます。 

 

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｣です。行事計画は１件のみで、前回も報告

致しました通り、韓国慶山ロータリークラブ

との第10次青尐年交流訪問を計画通り实施し

ました。遅れていました絵付け体験のカップ

も先日届き、生徒の手に渡りました。これで

完結しました。その後、国際奉仕セミナーが

12月19日に熊本でありましたので出席して参

りました。木下ガバナー訪問の時、コメント

としてＷＣＳ活動に取り組んでは、との話が

あり、その時は意味が解らなかったのです

が、セミナー参加でＷＣＳ＝国際社会奉仕活

動が理解出来ました。海外の貧困地域への施

設建設援助等をされているクラブの紹介があ

りました。やれるクラブは年々尐なくなって

きている、そのため財団に100ドル寄付をして

いる、など。印象に残った言葉として、杉谷

パストガバナーが、先ずは自分を企業をしっ

かり守ることが一番で、それが出来て初めて

社会奉仕が可能となる。自分が幸せになって

初めて奉仕できる＝ロータリー活動ができ

る。という話でした。大変勉強になりまし

た。 
 

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 

 今年度の計画はほとんど済んでいますので

経過報告を致します。計画①の普通寄付につ

いては、今年度も会員一人当たり5000円と変

わっていません。内訳は前期 2000円、後期

2000円と100万ドル食事から1000円を充当して

います。ただ地区本部の要請に応えるために

も、あと一回分の100万ドル食事をクラブ寄付

できるよう、現在、中川会長にお願いしてい

ます。計画②の特別寄付は半期では7名の方か

ら(中川会長・渡辺幹事・齊藤会員・友永会

員・本田会員・片岡会員・川上会員)からの寄

付があり、合計は13万円になります。後期に

入って本田会員・高嶋会員・齊藤会員の寄付

が続きありがたく思っています。計画③の米

山月間卓話は10月の米山奨学生招待事業時に

行いました。計画④の今年度で17回目となる

米山奨学生招待事業には熊本西稜RC会長兼カ

ウンセラーの河口哲雄様と中国からの奨学

生、除 国棟君にご来訪戴きました。奨学生

卓話と例会後の人吉新聞社の取材、市内観

光、会員事業所見学、高木惣吉記念館見学そ

して７時半からはローターアクト例会に参加

しての交流会も充实した内容だったと思いま

す。ご協力ありがとうございました。招待事

業の感想は記録していますので会報に掲載さ

せていただきます。後半も会員のご家庭ある

いは事業所にとってのお祝いや記念行事があ

りましたら寄付をお願いいたします。 
 

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 

 ロータリー財団の本年度の計画のうち、

1.2.3.6はだいたい計画通りに進んでいると思

います。残り４番の｢地区補助金の申請と使途

について計画するときは、財団委員会も協力

する」は、計画を立てることができないか検

討中です。５番目のポリオプログラムは、

「11月のロータリー財団月間に何か企画をし

たいと思っております」と言っておきながら

まだ進展がありません。あと半年のうちに何

か考えたいと思っております。その時には皆

様の協力をお願い致します。 

 

会 計  石原弘章会計 

 今年度７月から12月までの半期決算書を１

月25日に作成致しました。このあと、監査を

経まして、２月の例会で会計報告をさせて頂

きたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。 

 最後にお願いでございますが、会費の納入

につきましては期限厳守ということで是非と

も宜しくお願い申し上げます。以上です。 

 

 

        閉  会 


