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     山賀勝彦会長 

 

 皆さんこんにちは。  

 いよいよ４月となり、

学校では入学式、会社で

は入社式や組織変更など

新年度の行事が行われる

季節となりました。 

 熊本ファミリー銀行も社名が『熊本銀行』

に変更となり生まれ変わりました。田中支店

長、おめでとうございます。 

 ＮＴＴの岩本光義会員が定年と云う事で、

３月末に退会届を出されました。定年後はＮ

ＴＴ八代営業所に雇用延長として再就職され

たそうで、既に八代に赴任されています。本

年度はプログラム委員会に所属されて、平田

委員長、安達委員と共に例会運営を助けて頂

きました。新天地でのご活躍を祈念いたしま

す。後任の方の着任が若干遅れているようで

すが、間もなく入会される事でしょう。 

 先週が休会だったためか、私にとりまして

今日は久しぶりの例会のように感じます。自

然界もこの時季の一週間の移り変わり様はす

ごいものがあり、人吉・球磨の桜の花も殆ん

ど散り、輝く新芽の季節となりました。我が

家のささやかな庭では、チューリップやジャ

スミンが満開となり、藤の花も蕾が膨らんで

きました。 

 先週の金曜日に、『地域発展委員会』の家

庭集会が川越委員長の石亭の館で開かれまし

た。当日は石亭の館さんご自慢の桜がまさに

満開で、ガラス戸越しに満開の桜を愛(め)で

ながらの、優雅な家庭集会でした。議題は、

地域発展功労者表彰推薦の件でしたが、本年

度の対象者の選定に苦慮されていました。皆

さんの中から、個人、グループなどの候補者

をご存知でしたら川越委員長までお知らせ下

さい。 

 また、職場訪問例会計画も水野委員長が大

変ご苦労され、ようやく決定されたようで、

詳細は会務報告で発表されると思います。 

 さて、４月は『ロータリーの雑誌月間』で

す。『ロータリーの友』は、世界中のロータ

リアンにとって不可欠な情報源であるととも

に、雑誌の重要性を認識する特別なもので

す。人吉ＲＣにも雑誌委員会があり、本年度

も立山委員長を中心に『友』の紹介をしてい

ただき、会員に対し、購読への関心を喚起す

る事に頑張っておられ、今年は遂にロータ

リーの友人吉版を製作されました。 

 今後も会員全員がロータリーの友に関心を

持って熟読するように知識・情報を紹介して

いただきたいと思います。 

 又、逆に我がクラブや会員の活動を全国に

発信できるようになればと思います。ロータ

リーの友への投稿は、現在名誉会員となられ

た某パスト会長が、川柳か俳句部門に一度あ

る限りで、他には無いそうで残念です。ロー

タリーの友への投稿についてアドバイスが掲

載されていましたので紹介します。 

◎原稿について 

クラブ活動の原稿・写真は、活動後１カ月以

内に送付して下さい。時間が経過した原稿や

写真は掲載できないそうです。 



◎写真について 

郵送の場合は、デジタルカメラで撮影した写真

は、プリントしたものと一緒にデーターをCD―

ROMなどに入れて同封して下さいとありました。 

 ロータリーでは『例会出席』・『会費の納

入』と『雑誌の購読』が３大義務となっていま

す。会員の皆さんもこの３大義務である雑誌の

購読義務を、きちんと果されるようにお願い致

します。 

 最後に、次週１２日の例会は、岩本泰典会員

の紹介で、人吉高校・防衛大学卒の『橋爪俊

輔』さんの卓話をお願いしてあります。 

 橋爪さんの自衛隊での主な経歴は、松島基地

で戦闘機操縦教官から始まり、ブルーインパル

スの第４航空飛行群司令や百里基地で偵察航空

隊司令・入間基地では第１高射群司令をされて

います。そして、千歳基地の政府専用飛行部隊

で、要人空輸や邦人空輸などに関する政府専用

機の運行に携わっておられた特別航空輸送隊司

令で、平成１４年に空将補で退官されました。 

卓話の主な内容としては、政府専用機の運行裏

話と云う事で、①政府専用機運行部隊発足の経

緯・組織など、②政府専用機内部紹介など、③

運行の流れ、問題点など、④エピソードなど・

などですが、日頃、我々が知ることのできない

事を話さるようです。インターネットで『政府

専用機』を検索すると、いろいろと情報が出て

きますので、卓話の後の質問事項として調べて

みては如何でしょうか。 

  

 
 
 
           

      浅野 強幹事 
 
【第１５回理事会の承認事項】 

１号議案 岩本光義会員退会届けの件 

     3月31日付け人事異動(退職)で退会 

２号議案 5月11日(土)開催のＩＭへのクラブ 

     負担金の件 2,000円＊人数(66名） 

     132,000円を一般会計予備費より   

３号議案 日本百名城人吉お城まつり協賛金の 

     件 特別会計から50,000円計上済み       

４号議案 釜田会員出席免除取扱の件 

     定款第９条第３節出席免除のｂ項の 

     適用にて出席免除を希望される旨通 

     知がありました。年齢６５歳以上＋ 

     ロータリー歴が８５歳以上の年齢に 

     対し１１８歳 

５号議案 ベトナム小学校支援の件 

     パソコン及び備品購入費用として 

     友愛基金より100万円を支出する 

 

【連絡事項】 

１．2013-2014年度会員増強セミナー開催の案 

  内[出席義務者の次年度会長へ]  

２．2012-2013年度職業奉仕セミナーの開催案 

  内[出席義務者の水野職業奉仕委員長へ] 

３．ロータリーの友地区代表よりアンケート 

  の回答依頼[立山雑誌委員長へ]  

４．熊本中央ＲＣ創立２５周年記念例会・懇 

  親会の案内 5月10日(金)17:30～熊本全 

  日空ﾎﾃﾙﾆｭｰｽｶｲ 

５．芦北ＲＣの事務所変更連絡    

 芦北郡芦北町花岡813㈱矢野組内 

    ℡0966-82-2275 FAX0966-82-5102 

【回覧物】      

人吉中央RC、湯布院RC，玉名RC、宇土RC週報

【例会変更、取止め】    

・八代東ＲＣ  5月2日例会は取止め  

・熊本東ＲＣ  4月30日例会は取止め  

・熊本東南ＲＣ 5月1日例会は取止め  

・熊本北ＲＣ  5月2日例会は取止め  

・熊本北ＲＣと熊本グリーンＲＣ 

  4月18日は合同例会のため18時半へ変更 

 

【退会の挨拶】     

 （退会の岩本光義会員より手紙を預かって

おりますので幹事が代読致します） 

 

『 ＮＴＴ西日本人吉営業所の岩本でございま

す。私はこの度、平成25年３月31日を以って

ＮＴＴを定年退職することになりました。 

 ４月１日からは、ＮＴＴ西日本八代営業所

において再雇用となり、ＮＴＴの仕事を続け

ることとなりましたので、人吉ロータリーク

ラブを退会しなければならなくなり、先日、

山賀会長に退会の申し出をいたしたところで

あります。 

 思い起こせば、平成22年４月24日に「人吉

ロータリークラブ」へ入会の承認をいただ

き、約３年間、会長を始めとしたロータリア

ンの皆様方のご指導の下、ロータリーの奉仕

について学ばせていただき、楽しい時間も過

ごさせていただきました。 

 最近はプログラム委員会での活動により、

ようやく年間の取り組みについても理解し始

めたばかりでしたので、中途退会しなければ

ならないのはとても残念でなりません。 

 「超我の奉仕」について理解できている訳

ではありませんが、これからも、私なりに

「職業奉仕を通じた社会奉仕」について考え

ながら過ごして参りたいと思います。 

 これまで皆様方には、本当にお世話になり

ました。最後に皆様方のご健勝とご多幸をお

祈りしますとともに、人吉ロータリークラブ



のご発展をお祈り申し上げ、私からのお礼の言

葉といたします。 本当に有り難うございまし

た。      平成25年4月5日 岩本光義 』 

           

  

【次年度赤山武興ガバナーより】  

  国際ロータリー第2720地区  

  2013-2014年度地区協議会 委嘱状伝達  
  
  ◇中島博之会員 

      地区協議会 Ｒ財団部会サブリーダー 

  ◇中川貴夫会員 

      地区協議会 会員増強部会リーダー 

 

     
   村山能史委員 

  

   

 

 

【ローターアクト委員会】   武末憲一委員 

 人吉ローターアクトクラブの４月第一例会 

『花見例会』のご案内です。 

  日 時；４月６日（土）１８時００分～  

  場 所；人吉城内相良護国神社 前にて  

    会 費；3,000円 

 雨天時は立山商店さん茶の蔵で行います。 

 皆様のご参加をお待ちしております。     

 それから、地区ローターアクトより先日開催

された第25回全国ローターアクト研修会で講演

をされた原田義之氏（NPO法人タイ国学生日本

語教育環境支援プロジェクト）の著書、『輝く

瞳に会いに行こう―66歳新米日本語教師の挑

戦』の購入申込案内がきております。 

 内容は、“知識があれば、子供達は生きてい

ける。夜明け前に学校へ向かい、本が届くのを

待つ少数民族の小学生。その子達が高校生にな

り、日本語学科で学ぶようになった。彼らの澄

んだ瞳は喜びに満ち、今も輝き続けている。タ

イ北部の子供達との絆を描く、感動の記録” 

 となっています。購入希望の方は事務局まで

お申し込みください。 

 

【職業奉仕委員会】     水野虎彦委員長 

 職場奉仕委員会から訪問例会のご案内です。 

４月19日（金）の例会は例会場所を変更しまし

て職業奉仕委員会の職場訪問を行ないます。 

 本年度は外山博之会員にご協力をいただき、

『（医）愛生会 愛生会長寿センター』で例会

と事業所見学を行います。後程皆様にＦＡＸで

ご案内を致します。昼食の準備がございますの

で出欠のご返信を４月15日(月)までにお願い致

します。  

 

【地域発展委員会】   大久保勝人副委員長 

 地域発展委員会では、５月に予定しておりま

す「地域発展功労者表彰」の推薦を会員の皆さ

んから募集いたします。 

 先日の家庭集会において打合せをしまして、

今年度は地域社会のために独自で地道にご尽力

されておられる方を対象とすることに致しまし

た。推薦したい方がおられましたら委員会まで

ご連絡を宜しくお願い致します。 

 

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長 

 「ベトナム支援」のための奉仕活動について 
  

 チェン君との縁で、昨年ロー

タリークラブの卓話に来ていた

だいた、崇城大学の西村教授か

ら、ベトナム支援のご提案をい

ただき、米山記念奨学委員会で

検討を重ねてまいりました。その結果、年度途

中からの事業になるけれども、本年せっかくベ

トナムとの縁ができたことだし、初めての社会

主義国に対する海外支援の機会でもあるので、

委員会事業として実施しようと結論が出まし

て、さっそく山賀会長を通して理事会に諮って

いただき、ＯＫの返事をいただきました。 

 具体的には、ベトナム社会主義共和国のフエ

市にありますフォンビン１小学校のパソコン教

室の20台のパソコンのうち使用不能のパソコン

が数台あるとのことで、そのパソコンを補填す

る形で教材支援をしてほしいとの ハン ティ 

バエイ学校長及びトルン バン ドイ教育局長か

らの依頼書が届きました。その依頼書に沿って

パソコン教室の充実支援のために人吉ＲＣから

100万円の基金拠出を理事会にお願いしたとこ

ろです。この支援活動の実行のため、６月初旬

＊届け出欠席  

 丸尾・中村・上田・青木・北・延岡・安達・尾上・中島 

 川越・小林清 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

ＰＥＴＳ(2日目）；渡辺・中川・延岡 

次年度赤山Ｇ会議；延岡  地区会員増強会議（東京）；中川 

人吉ＲＡＣ例会；武末・安達・青木 

地域発展委員会家庭集会；大久保・川越・鳥井  

3/15例会出席率  80.95％ 

補  填  数 12名 

修 正 出 席 率 100％ 

＊メークアップ  

地区大会；小林清・友永・原田 

九電の森ひとよし植林； 

    井手・岩本光・片岡忠      

ＰＥＴＳ；渡辺・中川・延岡 

広報委員会家庭集会； 

     葉山・有村・水野 

本日の出席率 

会   員   数   66名   82.26% 

出 席 免 除 4名 3/22例会出席率 82.54％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 100％ 



に人吉ＲＣから10数名のメンバーで３泊５日

の行程で学校訪問、学校視察、贈呈式に臨み

たいと考えております。ベトナムに、または

ベトナムの学校への支援活動に関心をもた

れ、参加してみたいと思う方は是非私の方へ

ご連絡ください。 

  

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

  

３月ゴルフ成績  ３３月ゴルフ成績  ３月月3131日 クラウンＧＣ日 クラウンＧＣ 

           ４月のゴルフ愛好会ご案内 
        日 時: ４月１４日 (日) 

              ９時３１分スタート       

         場 所: チェリーＧＣ人吉コース 

      皆さんの参加をおまちしています！ 

 

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友４月号紹介 

 

          紹介者 片岡忠雄会員  

 先週の金曜日に雑誌委員会

の立山委員長から「来週の例

会には出席しますか」と聞か

れ、手帳を確認したところ

「ロータリークラブ例会」と

書いておりましたので、「出

席の予定です」と答えてしま

いました。 

 ということで、今回、ロータリーの友4月号

について私が紹介させていただくことになり

ました。どうぞ宜しくお願いします。 

 「ロータリーの友」については、入会前の

オリエンテーションであったり、新会員懇談

会の機会において、幾度となくロータリアン

はロータリー雑誌の購読義務があることをご

指導いただきましたので、入会以来できるだ

け最後まで読もうを努力してきました。しか

しながら、もともと本を読むことが苦手な私

としては、どうしても興味がある箇所を優先

し、読み終わる前に次のロータリーの友が配

られるというパターンを繰り返すことが最近

特に多くなってきたように思います。 

 今回、ロータリーの友を紹介させていただ

くこととなりましたので、久しぶりに隅から

隅まで読ませていただきました。 

 さて、今月は雑誌月間ということからだと

思いますが、ロータリー雑誌に関するＱＡが

横書き10ページに記載されています。 

「いつ創刊したのですか」の質問に対し、日

本のロータリーが東西２地区に分割されても

仲間同士これからもつながっていたいとの思

いから、両地区の懸け橋として1953年１月に

創刊されたこと。また、「横組みと縦組みが

あるのはなぜですか。どのように記事を分け

ているのですか。」に対して、創刊時に全

ロータリアンへのアンケート結果により、全

て横組みで編集することに決定したこと、そ

の後「俳壇・歌壇」など横組みでは入れられ

ないページが登場し、縦組みを取り入れるよ

うになり、現在の両面表紙という珍しい雑誌

となったことなどが紹介されております。 

 このＱＡがロータリーの友に掲載されると

４月の誕生祝い４月の誕生祝い

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優勝 漆野智康 ８２ １２ ７０ 

準優勝 鳥越博治 １０７ 36 ７1 

３位 中島博之 １１１ 36 75 

４位 片岡啓一 105 25 80 

５位 水野虎彦 100 19 81 

ＢＢ 伊久美寛志 敢闘 板井英朗  

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ③ 青木一幸     ⑥ なし 

 ⑬ 漆野智康    ⑰ 鳥越博治   

ﾄﾞﾗｺﾝ  
 ⑧ 片岡啓一  漆野智康 

 ⑯ 鳥越博治  なし  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ    
70歳以上 浦田繁喜 49・４５・９4 

６9歳以下 漆野智康  ４5・37・82 

４月の結婚祝い４月の結婚祝い  

  

  

  

  

  



いうことは、多くのロータリアンが疑問に思っ

ているからこそ雑誌月間である４月号に紹介さ

れたものと思いますが、人吉ロータリークラブ

では雑誌委員会の皆さんが制作され、配布いた

だいた「人吉ロータリーの友2013」の最終ペー

ジに更に詳しく紹介してありますし、立山委員

長からも説明いただきましたので、会員の皆様

にとっては既にご承知のことではないでしょう

か。 

 次に、横書き８ページから「友の活用法」が

掲載されております。私の知恵袋・百科事典で

ある。意識向上には最高だ。情報入手の要と言

える存在である。など有効に活用されている事

例が紹介されています。皆さんはどのように活

用されていらっしゃるでしょうか。自分は活用

しているかと考えると反省するしかありません

が、これを機に、ロータリアンとして人吉ロー

タリークラブ定款第14条第1節に定められており

ます「購読義務」を果たし、先ほど紹介しまし

た「私の知恵袋である」と言えるようにしたい

と思ったところです。 

 最後になりますが、横書き１ページのＲＩ会

長メッセージ「イチバン」の欄に、私にとっ

て、ロータリーの奉仕とは、まさに最善を尽く

すこと、できる限りの「イチバン」になること

を意味しています。自分のためではなく、人の

ために最善を尽くすこと、社会をよりよくする

ために、できる限り高い目標を持ち、それを達

成することです。と記載されています。 

 このことは、私たち全ての職場に言えるので

はないでしょうか。当社においては、現在、創

立以来これまで経験したことのないような厳し

い状況にあります。皆様にも多大なご迷惑をお

掛けしております。このような状況の中にあっ

ても、「安定した電力をお客さまにしっかりと

お届けする」という使命はこれまでも、そして

これからも変わることなく、営業所一丸となっ

てお客さまや地域社会に貢献できるよう取り組

むことを、このＲＩ会長メッセージ「イチバ

ン」を読み、あらためて感じたところです。 

 雑駁なロータリーの友紹介となりましたが、

以上で終わらせていただきます。 

 

【プログラム委員会】 

 

         卓   話 

                        岩本泰典会員      

 2005年４月16日、人吉駅の観光案内処で相良

三十三観音めぐりの地図を貰い出かけました。

一番の清水観音は願成寺。ちょうど奥様が居ら

れて「鍵ば開けましょうか」と言って戴きまし

たが、ご面倒をかけまいと断りますと「格子の

間を覗くと観音様が見えますから」と教えて貰

いました。順番通りではありま

せんでしたが、一日で十五の観

音様を巡り、翌日二十の観音様

を巡って三十五観音を巡りまし

た。三十三観音と数が合わない

のは、二十二番と二十四番に、

二観音様があるからです。賽銭箱が無いお堂も

多く、格子の間から投入するお金が走り回りま

す。案内板が解らず、芦原観音と上手観音と覚

井観音で戸惑いました。三日原観音では、不注

意から通り過ぎてしまい中神町大柿で「みっか

ばる観音」と訊ねましたら、「さんじがはる」

と読むのだそうです。 

 カーナビ無しで巡った四国八十八ヵ所巡りで

も路を訊く度に読み違え、先方様とのやり取り

で困りました。例えば明石寺（めいせきじ）、

繁多寺（はんたじ）、雲辺寺（うんべじ）、本

山寺（もとやまじ）、弥谷寺（みこくじ）、出

釈迦寺（しゅっしゃかじ）、金倉寺（こんそう

じ）、根香寺（ねごろじ）、霊山寺（りょうせ

んじ）、切幡寺（きりはたじ）、立江寺（たつ

えじ）、最御崎寺（ほつみさきじ）と読まねば

なりませんでした。 

 四国八十八ヵ所霊場巡りは、通し打ちで４回

巡りました。２回は逆打ちでしたので、順打ち

で巡っておられる弘法大師に３度巡り会える事

になり、３倍の値打ちがあると言います。霊場

巡りを思いついたのは、１３年前胃癌の手術を

致しました折、見舞ってくれた内の友人１１名

が２年足らずの間に亡くなったからでした。巡

拝内容の一部は卓話での通りであります。 

 相良三十三観音巡りに戻します。栖山観音、

宝陀寺観音、中山観音、秋時十一面観音は少々

の歩きもあり遍路を思わされます。 

トイレは宮原観音を含め完備されたお堂が多く

有難い巡りです。鵜口観音は何かしら雰囲気を

感じ、廻り聖観音の川辺川景観には癒されま

す。道路から奥まった秋時十一面観音には仏像

が無く「お詣り下さいまして有難うございま

す。ただいま、観音様はご出張中です」と断わ

りが書かれ、掛け軸で代役を成してありまし

た。出張される忙しい観音様も居られるのだ

と、思わず吹き出しました。仏像ドロボーを報

じていたのを思い出し、もしや此処の観音様で

は？と農作業中の人に訊ねましたがご存じな

く、出来れば仏様の出張先を記してあれば案ず

る事もなかったろうにと思いました。然し、そ

の後の報道でドロボーが捕まり公判に掛けられ

ていました。盗まれたのは、あさぎり町須恵の

阿蘇釈迦堂仏像三体だった由。ご二体はオース

トラリアまで連れて行かれ、ご一体は危なくド

イツ行きだったらしいのです。釈迦如来様が

オーストラリアより帰られたら、英語でお経を



あげないと通じないのではと思いました。その

後、同年９月20日、会社のＯＢ二人と伴って２

度目の観音巡りをやりましたが、車で170キロの

巡りでした。タクシーでしたら、運転手さん次

第では近道を知っておられ、一日で巡れるとも

聞きます。良かったらロータリークラブでの巡

りは如何でしょう。 

 

【ニコニコ箱委員会】    岩井和彦委員 

・田中会員 熊本銀行スタートのお祝いに多数 

 の皆様のご出席を頂きまして誠にありがとう 

 ございました。気持ちも新たに頑張ってまい  

 りますので今後とも宜しくお願い申し上げま 

 す。                

・石蔵会員 熊本銀行発足おめでとうございま 

 す。地域経済をうるおす血液として益々ご発 

 展されますことをお祈り申し上げます。 

                   

・立山会員 片岡会員、九州電力開業以来の大 

 変な中、ロータリーの友発表ありがとうござ 

 います。ロータリーの友４月号も人吉ロータ 

 リーの友も両方読んで頂いたことに感謝しま 

 す。                

・堤正博会員 結婚・誕生祝を頂きました。結 

 婚４５年が過ぎました。もうしばらく頑張り 

 たいと思います。          

・大賀会員 誕生祝い・結婚祝いありがとうご 

 ざいました。結婚祝いは忘れておりましたの 

 で、あと２日で結婚記念日であることが判 

 り、明後日には女房にもおめでとうと言えま 

 す。ありがとうございました。    

・渕田会員 誕生祝いありがとうございまし 

 た。私事ですが、4月1日付で山江保育園長に 

 就任致しました。また、本年度山田小学校Ｐ 

 ＴＡ会長にも拝命予定とのこと、更に忙しく 

 なりますが頑張ります。        

・山田会員 結婚祝ありがとうございました。 

 家内に必ず渡します。         

・原田会員 御祝頂き有難うございました。 

                    

・戸高会員 結婚祝いただきました。ありがと 

 うございました。           

・漆野会員 ゴルフで優勝しました。賞品もた 

 くさんいただき有難うございます。   

・武末会員 誕生祝いありがとうございまし 

 た。                 

・本田会員 午後会議の為、早退します。すみ 

 ません。               

 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ    Ｒ情報委員会 
 
 
 
 
 
 
 

地区協議会 District Assembly 

目的 

 望ましくは３月、４月、５月のいずれかの月に

開催される１日セミナーの目的は、ＲＣの次期指

導者が任務に備えて準備するためのものである。 

 主題  

 •ＲＩテーマ 

 •役割と責務 

 •方針と手続き 

 •各チームの選任と研修 

 •年次計画と長期計画の策定 

 •支援源 

 •事例研究の演習 

 •チーム作り演習 

 •問題解決  

参加者 

 地区協議会の参加者は、クラブ会長エレクトお

よび、次ロータリー年度に指導的役割を果たすよ

う会長エレクトから任命されたＲＣ会員とする。 

 地区協議会の日程 

 地区大会を３月、４月、５月のいずれかの月に

行わなければならない場合、地区は、地区協議会

と地区大会を連続した会合として開催することを

検討し、地区協議会をはじめに行うものとする。

連続した会合は、各会合に定められている時間数

を減らすことなく、また各会合の必須事項に配慮

をして行われるべきである。  

 

 

都市連合会(IM) Intercity Meeting 

 従来のＩＧＦも厳密にはＩＭの中の一会合であ

るが、最近広義のＩＭの名称で開催される。近隣

都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会

合。討論の主な内容は、五大奉仕部門をカバーし

つつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討

する。クラブ会員､全員参加のこの会合の目的

は、会員相互の親睦と知識を広めることであっ

て、さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕

の理想を勉強するために開催される。決議や決定

はない。ＩＭへの出席はメークアップとなる。 

    

 
           （ロータリー用語便覧より） 


