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 先週はベトナム訪問のために例会を休みご迷

惑をかけました。 

 矢張り日本はいいですね。福岡空港に降り

立って、人吉への帰路の途中に、基山サービス

エリアでの一杯の『かしわうどん』の懐かしい

味と、帰りついてからの、我が家で待っていた

真っ青な茄子のぬか漬けと、鮮やかな緑色の

きゅうりでのお茶漬けが何と美味かったこと

か、ホッと一息着いたところでした。 

 2012～2013年度人吉ロータリークラブの最大

事業であった米山奨学生チェン君の世話クラブ

となったご縁で、６月４日(火)より８日(土)ま

で、ベトナムへ情報機器支援事業としてパソコ

ン10台・プロジェクターとスクリーン各１台の

贈呈式に行ってまいりました。 

 15名以上だと団体割引が受けられると云う事

もあり人吉ＲＣの会員10名、そして多良木ＲＣ

から次年度会長、幹事の２名、和田パスト会長

の友人３名にも特別に参加していただきまし

た。参加されました皆さん大変お疲れ様でし

た。 

 特に井手次年度幹事には今回の旅行中の世話

係として奮闘していただき、大変なご苦労をお

掛けしました。心より御礼申し上げます。 

 団長の片岡米山委員長からは、この後、ベト

ナム・フエ市のフォンビン第一小学校へのパソ

コン支援の報告がありますので、私の方からは

概略だけを簡単に報告します。 

 ６月４日(火)、薩摩瀬のお茶の五木園さんの

梅花園を早朝５時15分に出発しました。福岡空

港で伊久美米山理事が東京での理事会出席のた

めに国内線で東京へ飛び立たれ、ハノイ直行の

我々とは一旦別行動となりました。我々は10時

30分出発のベトナム航空便でハノイへ向かいま

した。ハノイ空港ではダナン行きの国内線に乗

り継ぎ、最終目的地のフエ市にはバスで約３時

間ほどかけて悪路を走り、ホテルに到着したの

は夜の８時を廻っていたようでした。この日の

行程は約15時間ほどになりました。 

 翌日は、フオンビン第一小学校での贈呈式の

為に学校に向うと、現在は夏休み期間中です

が、20名ほどの小学生たちが校門の両側に並

び、日の丸とベトナムの国旗を振って出迎えて

くれました。まず会議室に通されて、両方の挨

拶を済まし、フエ市の教育長が現在のベトナム

の教育の実情と、女性のハン・ティ・バエイ校

長先生からパソコン教育の現状についてのお話

がありました。実際は、日本語訳が通訳の力不

足か余り分かりませんでした。 

 パソコン教室に案内されると、『人吉ロータ

リークラブ歓迎』の横断幕が掲げられ、15名の

子供たちの机の上には人吉ＲＣからの真新しい

パソコンが並んでいました。 

 パソコンの贈呈と我がクラブのバナーを授与

し、パソコンの残金を成績優秀な生徒15名に賞

状と共に私達のメンバー15名から一人ひとりに
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手渡し致しました。子供達ははにかみながらも、

とても喜んでいました。この時点でも、未だ伊久

美パスト会長が到着されないので心配していまし

たら、ダナン市よりタクシーで駆けつけられまし

た。 

 お聞きするところによりますと、４日東京での

米山理事会を終えた後、成田を飛び立ちホーチミ

ン市に夜中に到着され、２時間半の仮眠だけで早

朝のホーチミン空港よりダナン空港に飛び、タク

シーで又２時間かけてフエ市のフオン・ビン第一

小学校に駆けつけられたと云う事です。まさに滑

り込滑り込みセーフでした。本当にご苦労様でし

た。昼食はフオン・ビン第一小学校側より招待を

受け、教育長・校長先生や数名の先生方との楽し

い食事でした。 

 以上で、今回の使命である情報機器支援事業も

無事終了し、その後は歴史あるベトナム・フエ市

と首都ハノイ市の観光を暑さと闘いながら満喫し

て帰ってまいりました。ベトナム国民の平均年齢

30歳と云う若さとバイタリティーが満ち溢れる市

街は、よくぞ事故が起きないものだと感心するほ

どのバイクの数でした。ハノイ市内には400万台

のバイクがあるそうで、しかも信号機がほとんど

無いロータリー状になっている交差点を、車との

接触事故も起こさない巧みさで運転するのには驚

かされました。 

 この度のベトナムへ小学校を通じて我々のささ

やかな事業が、日本とベトナムとの友好と親善の

一助となったものと信じます。人吉ロータリーク

ラブ会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。以

上、簡単ですが、ベトナム報告を終わります。 

 ６月９日(日)は、人吉スポーツパレス第一武道

場に於いて、第40回人吉球磨中学生柔道大会が開

催されました。人吉ＲＣが共催となっていますの

で、クラブを代表して出席し、挨拶をさせて頂き

ました。７月には中体連が控えているので、絶対

怪我のないようにと願っていましたが、残念なが

ら骨折する者が出て、痛みと中体連の試合に間に

合わない悔しさからか涙する様子に心痛む思いで

した。最後まで試合を見学し表彰式までいました

が、ひたむきな中学生の試合ぶりには感動しまし

た。 

 

  

  井手富浩副幹事 

【連絡事項】 

１．人吉柔道協会より第４０回人吉球磨中学柔道 

  大会の後援お礼    

２．2013年規定審議会提出立法案一覧表 

  （採択結果表）山賀会長へ  

【例会変更、取止め】         

熊本東RC 6月25日 19時に変更 

熊本北RC6月27日慶祝･家族会のため18時半に変更 

宇土RC  6月26日 RI世界大会のため休会    

八代RC6月20日 創立24周年記念例会18時半に変更    

 〃  6月27日 例会取止め 
    

   馬場貞至委員長 
 

 
 
 
 
 
 

 
【来訪者よりご挨拶】      
          君津ＲＣ 黒岩靖之会長 
 人吉ロータリークラブの皆様こんにちは。 
 私たちは第2790地区の千葉県君津市から来ま
した君津ロータリークラブと申します。私は今
年度会長の黒岩です。突然の訪問に際し、皆様
方の温かい歓迎に対し、厚く御礼申し上げま
す。 
 人吉ロータリークラブ様におかれましては、
今年度創立56年目を迎えられたということで、
心よりお喜び申し上げます。これは、一重に会
員の皆様方の強い絆とロータリーに対する真摯
な思いの賜物だと思います。この56年間という
長い歴史と伝統を継続し、次の60年、70年に向
かって今後もロータリー活動に邁進されること
と思います。 
 先日、私たち2790地区の他クラブ周年記念式
典の講演で、この人吉市が元巨人軍で打撃の神
様と言われた川上哲治氏の故郷だという事をた
またま知りました。今日、ここへ訪問したこと
はまったく偶然なのか、なにかしら縁があった
のかと思っております。 
 ここで、私たち君津ロータリークラブの紹介
をしたいと思います。 
 千葉県南西部の東京湾に面した君津市に所在
し、現在、会員数42名で創立41年目を迎えま
す。君津市は元来、漁業と農業の町でしたが、
1970年に当時の八幡製鐵所（現在、新日鐵住金
㈱君津製鐵所）が進出し、鉄の町へと変貌しま
した。また、東京湾アクアラインの開通によ
り、高速バス網の発達にともない、東京駅や羽
田空港へのアプローチの利便性が高まり、今後
は新たなベットタウンとして期待されていま
す。現在の人口は約90,000人です。その中で、
地域への奉仕を一番に考え、ロータリアンが講
師になり、中学校への出前授業や中学生と一緒
に君津駅前花壇の花植え作業、少年野球ロータ
リークラブ杯の開催、音楽バンドによる老人
ホームや障害者施設の慰問等、社会奉仕活動を
積極的に行っています。 
ここで、本日、出席の会員を紹介します。 
 パスト会長の坂井正視会員（職業分類:ホテ

本日の出席率 

会   員   数   66名    75.80% 

出 席 免 除   4名 5/31例会出席率 77.78％ 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  尾方・本田・青木・川越・有馬・立山・永尾・有村・浅野 

  鳥越・中村・木村・大賀・小林清・中川 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

牛深RC50周年；中島・渡辺・延岡・浦田・赤池・大久保 

       鳥井・伊久美・葉山 

2750地区東京米山RC Eクラブ；渡辺    人吉ＲＡＣ；安達･武末 

次年度赤山Ｇ会議；延岡（２回） 



ル）パスト会長の阿部昭広会員（貨物運送）職
業奉仕委員長の佐藤一郎会員（鉄鋼製造）広報
委員長の奥村裕彦会員（窯業）親睦委員の大橋
辰美会員（スラグ製造販売）広報委員の青木信
之会員（港湾運送）幹事の宮本茂一（土木工
事）と、私 会長の黒岩靖之（クレーン）で
す。 
 最後になりますが、人吉ロータリークラブの
益々のご発展と、本日ご出席の会員各店社の皆
様のご多幸をお祈りしまして、君津ロータリー
クラブを代表しましてご挨拶といたします。 
本日は誠にありがとうございました。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

    人吉ＲＡＣ今年度最終例会案内 

  日 時；６月２１日（金）午後７時30分～ 

  場 所；立山商店 

     一年間の最終報告と親睦会を予定 

  詳しくは後日ＦＡＸでご案内します。 

 

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長 

 ～米山委員会活動報告～  

 ６月４日より８日まで、「ベトナムの小学校

への情報機器支援」のため、15名のメンバーで

ベトナムに行ってきました。 

 今回の目的は社会主義国ベトナムのフエ市に

あるフォンビン第一小学校へ、パソコン10台、

プロジェクター、スクリーン各々１台を支援す

るという事業でした。ベトナムは社会主義国で

もあり、税関や為替等の手続など面倒なことが

あったので、出発の２週間ほど前に支援予定金

額の80万円を、今回の支援活動の現地における

お世話役をしていただいた、フエ工科大学のリ

エウ教授に肥後銀行のお世話で送金をいたしま

した。リエウ教授は数年前に熊本大学に３年間

留学されていて、崇城大学の西村教授と親しく

されている方です。今回の支援活動の色々な手

配を、現地で全面的に準備やお世話をしていた

だいた方です。送金した80万円は銀行でドルに

換えられ、ベトナムの銀行でさらにドルからド

ンへ換えられますので、レートや手数料などを

見込み、充分な金額として送金をいたしました。

もし、残余金が生じたら残金で学校側が望まれる

文房具などに充てていただくように依頼をしてお

きました。 

 ５日、フエ市の小学校に到着すると、夏休み中

にもかかわらず数名の先生方をはじめ、20名ほど

の小学生が、正門の前で日の丸の旗を振り、笑顔

で出迎えてくれました。フォンビン小学校は、生

徒数200名ほどの学校ですが、ベトナムの経済状

況では、平均初任給２～３万円程度の国民生活な

かで、なかには学校に行けない子供や、午前、午

後の２部制の学校に働きながら半日だけしか通学

できない子供もいる現状のようです。ハン校長先

生の話によると、国全体の教育方針で、パソコン

などの情報教育には相当力を入れられている様子

で、それには学校にパソコンが欠かせない教材だ

と言われていましたが、なかなか予算が付かなく

故障の機材の補充が付かないとのことでした。 

 パソコン教室に入ると、「人吉ロータリークラ

ブ歓迎」の横断幕が貼ってあり、生徒の机の上に

は真新しいパソコンやプロジェクター、スクリー

ンが並んでいました。早速持参した「人吉ＲＣ寄

贈」のシールを各々の機材に貼り、山賀会長よ

り、ハン校長へ「人吉ＲＣ」のバナーと共に情報

機器類が贈呈されました。 

 そして、先ほど話しました送金の残金は、この

小学校の優秀な小学生に、その成績を称える賞状

と教材支援金として15名の生徒に、私たち15名の

メンバーから一人ひとりに手渡されました。そし

てクラブから持参した、富士山のデザインとロー

タリーマークが入った「マウスパッド」をそれぞ

れのパソコンに設置いたしました。教室にいた小

学生も、最初緊張気味の表情でしたが、次第に私

たちと打ち解けてきた様子で、ニコニコ顔で接し

てくれるようになり、私たちも嬉しく、遠くまで

やって来たけどやりがいのある事業だったなあと

実感することができました。 

 ５日間の留守の間の新聞に目を通しています

と、「ベトナム、小売り規制緩和へ」との見出し

で「ファミリーマート」「イオン」「高島屋」な

どの日本企業が進出予定との記事や、「ベトナム

鉄道1700キロ」の見出しでハノイとホーチミンを

結ぶ南北統一鉄道には、日本の技術が貢献してお

り、客車には日の丸や桜のプリントが印されてい

て、日本とベトナムとの国交４０年を祝う記念列

車が現在運行している、との記事などが目に入り

ました。ハノイ空港近くの田園には、数多くの日

本企業の看板を目にしましたが、今後ますます日

本とベトナムが近くなっていく感触を感じまし

た。 

 今回の人吉ＲＣの学校支援活動は本当に小さな

活動でしたが、民間人の、そして人と人との触れ

あう地道な活動として、日本とベトナムとの親善

友好の一助になったと確信しております。しかも

15名もの参加者がそれぞれの役割を十分に果たし

ながら、人吉ＲＣの奉仕の熱意を伝えるべく、参



 場面が映っていたと数名の会員よりありまし 

 たのでスマイルします。        

・上田会員 昨日よりメディアにて色々騒がれ 

 まして、誠に申し訳ございません。今後より 

 一層の努力を行ってまいります。    

・堤正博会員 ６月７日県庁にて県警本部長よ  

 り警察協力功労者の表彰を受けました。 

・延岡会員 君津ロータリークラブ黒岩会長は 

 じめ８名のご来訪ありがとうございました。 

 ニコニコ箱150万円達成に向けて大変大きなニ 

 コニコをいただき心より感謝申し上げます。 

                    

・山賀会長 君津ロータリークラブの皆様、よ 

 うこそ人吉ロータリークラブへ!!    

・大賀会員 今日は欠席で申し訳ありません。 

 前回の例会の際にうっかりして古稀のお祝い 

 のニコニコをしていませんでした。皆様にお 

 祝いして頂きありがとうございました。 

                    

【Ｒ財団委員会】 

・安達会員 天音美広の初アルバムが6月12日に 

 全国発売となりました。6月16日午後2～3時ま 

 でブックス ミスミでサイン会を行います。時 

 間のある方は行って聴いて戴ければうれしく 

 思います。宜しくお願い致します。   

【米山記念奨学委員会】 

・安達会員 天音美広初アルバム全国発売にな 

 りました。              

・片岡会員 4日から8日までベトナムに奉仕活 

 動で行って来ました。皆様のご協力ありがと 

 うございました。           

     点 鐘  山賀勝彦会長 
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【Ｒ情報委員会】   

 委員長)浦田繁喜 

 職業分類 建築、ロータリー歴34年7ヶ月  

 副)中川貴夫(2年委員)  

 委員)和田栄司(2年委員) 片岡啓一(1年委員) 

    宮山惇(1年委員) 

 1.方針 

①.会員に対して、ロータリーの歴史・綱領・Ｒ 

 活動状況・国際ロータリーの管理運営の動向 

 についての情報提供を行う。 

②.会員並びに会員候補者に、ロータリークラブ 

 の特典と責務に関する情報を提供して、十分 

加者全員がチームワークを発揮してまいりまし

た。人吉ＲＣにとって初めての外国への支援活動

ということで、皆さんからの大事な奉仕に対する

寄付金を使わせていただきました。 

 いろいろとご協力いただいた人吉ＲＣの会員の

皆さんに、心よりの感謝を申し上げます。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度 国際奉仕委員会より】中川貴夫委員長            

  次年度国際交流委員会よりお願いです。 

  ８月２３日から２５日の予定で、韓国慶山ロー

タリークラブの青少年が１０名来ます。  

 ホームステイ受け入れ協力を宜しくお願いいた

します。特に、韓国へホームステイされた家族の

方、及び、青少年がいらっしゃる家族の方々のご

協力宜しくお願いいたします。 

 後日、お願いに回りますのて宜しくお願いいた

します。 

  

【次年度幹事より】     井手富浩副幹事 

 2013～2014年度の人吉ロータリークラブ細則の

変更についてご連絡をいたします。 

 先週の例会で2013～2014人吉ロータリークラブ

細則（案）をお配りしましたが、欠席された会員

さんへは12日に郵送をさせて頂きました。 

 つきましては、変更内容に目を通して頂きます

よう宜しくお願い申し上げます。来週の例会で臨

時総会を開催し、賛成投票を行います。資料は準

備致しませんので当日お持ちくださいますよう宜

しくお願い申し上げます。 

            

【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・君津ＲＣ 2790地区君津ロータリークラブから 

  黒岩会長はじめ８名参加させて頂きました。本 

 日は宜しくお願い致します。      

・伊久美会員 ベトナム最終日の夜の食事の時、 

 不覚にも失心いたしまして、メンバーの方々に 

 ご迷惑をかけました。助けていただき感謝いた 

 します。原因は低血糖とのこと、と白奥医師か 

 ら云われました。 

・武末会員 先週土曜日より一週間、口腔衛生週 

 間があり、歯科医師会事業である無料検診・相 

 談等が行われ、8020表彰で私がＮＨＫにてその 

支援事業計算書 

人吉ＲＣからの送金金額 800,000円 

円からﾄﾞﾙへ両替     784,622ﾄﾞﾙ 

ﾄﾞﾙからベトナム通貨ドンへ両替  

           164,025,000ﾄﾞﾝ 

 

 パソコン一式10台   106,000,000ﾄﾞﾝ 

 ソフトウェア10個   22,000,000ﾄﾞﾝ 

 補修料   一式   12,000,000ﾄﾞﾝ 

 スクリーン 一台     1,250,000ﾄﾞﾝ 

 プロジェクター 一台18,500,000ﾄﾞﾝ 

 銀行手数料＆印刷代  1,275,000ﾄﾞﾝ 

 報奨金              3,000,000ﾄﾞﾝ 

                     164,025,000ﾄﾞﾝ 



 な理解と認識を深めるよう努力する。 

2.計画 

①.会員候補者に対するオリエンテーションを行

う。また、新会員が早くクラブへ溶け込めるよう

援助する会員を１名指名する。今年度は２名の新

入会員があり（石蔵尚之会員； H24.9.11レク

チャー 9.14入会、援助会員は岩本泰典会員）

（上田一精会員；H24.12.21レクチャー 同日入

会、援助会員は堤正博会員） 

レクチャー担当は浦田が行いました。 

②.新会員の為の情報集会は、H24.11.27にひまわ

り亭に於いて担当片岡委員の企画・構成で開催、

12名の参加者を得まして非常に充実した会を行う

ことが出来ました。 

③.クラブのプログラムに協力する。このことに

ついては、２月のロータリー世界理解月間に中川

副委員長が卓話、更には国際ロータリー創立記念

日には和田委員の担当で卓話、５月の人吉ロータ

リークラブ創立記念日卓話は宮山委員に担当して

頂きました。 

④.三分間Ｒ情報の提供は、中川委員が２回、浦

田が２回ほどしかできませんでしたが、会報への

Ｒ知識の掲載は、浦田が担当しまして、事務局の

緒方さんの協力で（ロータリー情報一口メモ）と

いう形で拾数回、会報の末尾の空きを利用しても

らい実施しました。 

 以上、Ｒ情報委員会全員で一致協力して、方

針・計画を達成することが出来、委員の皆様に感

謝したいと思います。 

 

【親睦委員会】   

委員長)漆野智康 

職業分類 臨床検査、ロータリー歴2年11ヵ月 

副)有馬宏昭   

委員)本田節･永尾禎規･川越公弘･塚本哲也 

 今年度の方針は、会員相互の親睦と友情を深め

ると共に、家族会員にロータリーをより理解して

もらうように努める。また、今年のテーマを「親

睦活動出席率の向上」とし、会員また会員の家族

の協力をいただき親睦の和を広げ、クラブの活

性・繁栄に努めるでした。５大親睦活動について

は、５月31日の賀寿会を最後に終了しました。特

に新年会は韓国慶山ＲＣをお迎えしての開催とな

りました。親睦活動出席率に関しては、夏の家族

納涼祭に多くの会員、会員のご家族も参加してい

ただくことができました。また、５月25日には、

山賀会長、浅野幹事の御婦人のお世話による婦人

の会も開催され、多くの御婦人、女性会員で盛り

上がったと伺っています。この５大親睦・夫人の

会におきましては、私の企画力不足もあり、山賀

会長、浅野幹事には大変なご心配をおかけしまし

たことお詫び申し上げます。 

 ゴルフ愛好会の月例コンペに関しましては、雨

に泣かされることも多くありましたが日程の変更

にも快くご理解いただき多数ご参加いただきまし

た。６月２日の最終戦を終了しており、あとは取

切戦を残すのみとなりました。 

 今年１年力不足では有りましたが、有馬副委

員長をはじめ親睦委員会メンバーの方のご協力

をいただきました。親睦委員の方々、また人吉

ロータリークラブ会員の皆様、事務局の緒方さ

んには大変お世話になりました。有難うござい

ました。 

 

【ＳＡＡ】  

委員長)鳥井正徳 

職業分類 社会教育、ロータリー歴3年10ヶ月 

副)北昌二郎  

委員)中村太郎･渕田秀雄･石蔵尚之･上田一精 

 ＳＡＡ委員会６名で、例会が気品と風格を

持った格調高いものとなるよう、会場の設営、

監督に気を配りながら取り組んでまいりまし

た。ご協力ありがとうございました。 

年間の反省点を幾つか上げてみます。 

・例会がスムーズに進行できるよう早目に集合 

 し、会場設営を行うことは、まあまあ達成で 

 きたと思う。その中で、座席の指定は、ベテ 

 ランと若手を組み合わせるなど入れ換えを 

 図ったつもりですが、不十分だったと思いま 

 す。 

・幹事やプログラム委員会との連携は、いまひ 

 とつでした。 

・国歌斉唱、ロータリーソング斉唱は、厳粛な 

 中に声も大きく御協力に感謝します。 

・「秩序ある例会」とはどんな例会か、という 

 ことですが、例えば、 

①無届け欠席で、昼食が残っているのが毎回 

 あった。 

②会報等を持ちかえらないで残っているのが毎 

 回あった。 

③昼食の終わるのが一定でなく、また私語もま 

 だあり、特に会長の時間に迷惑をかけたので 

 はないか。 

 こんなことが無くなれば…と思います。 

 

【プログラム委員会】 

委員長)平田フク 

職業分類 生命保険、ロータリー歴3年4ヶ月  

委員)安達玄一･板井英朗 

 方針にあげている、節度ある楽しい例会運営

を心掛け一年間やってまいりましたが、時間

オーバー、時間配分、言い間違え等、皆様に大

変ご迷惑をかけてしまいましたことをお詫び申

し上げます。そして安達委員には色々とご協力

をいただき大変お世話になりました。 

 なぜか次年度もプログラム委員長になってし

まいました。会員の皆様のご協力を頂きながら

頑張ってまいりたいと思っております。宜しく

お願い申し上げます。 

 

 

 



 年度初めに会長以下執行部で表敬訪問から始

まり、家庭集会等計画どおりに１年間進めるこ

とが出来ました。 

 また今年はｉＰａｄを購入しＩＴ化を進め山

賀年度の活動記録として人吉ＲＣの公式ＨＰと

は別個にＨＰを作成しました。 

 (http://hrcyamaga.jimdo.com) 

是非ご覧ください。 

 方針と計画そして予算は、一年を通して100％

に近く遂行出来たと思います。これも偏に皆様

のご協力の賜物と感謝申し上げます。（特に事

務局の緒方さんには、大変お世話になりまし

た）  

 また、石蔵会員の尽力で様々な行事が依頼す

までもなくスムーズに広報されており大変お世

話になりました。 

 

【雑誌委員会】 

委員長）立山茂   

職業分類 お茶製造販売、ロータリー歴8年1ヶ月 

副)中島博之 委員)青木一幸･大賀睦朗･田中信也 

 皆様のご支援のお陰で“人吉ロータリーの

友”を発行できたことはこの上ない喜びです。

しかし、これはあくまで会員がロータリーの友

に親しんでいただく手段であり、目的が達成で

きたかは皆様の判断を仰ぐことになります。 

 私見ですが、先輩の方たちは実によく精読さ

れ、ロータリーライフの中で“友”が生かされ

ていると感じさせられることがよくあります。

しかし若い会員の方たちがどの程度お読みに

なっているかが問題です。情報の共有の為につ

くられたロータリーの友、ぜひ友を通して日本

のそして世界のロータリアンと語り合って下さ

い。最後になりましたが、今回のベトナム学校

支援事業が“友”に掲載されますことを願って

います。 

 

【クラブ会報委員会】 

委員長)尾上暢浩 

職業分類 清涼飲料 ロータリー歴4年2ヶ月 

副委員長）山田仁法 委員)山本瑤子・馴田信治 

 私自身の例会の欠席が多く、要所をきちんと

しめていただいた山田副委員長、馴田委員に感

謝を申し上げます。計画の中の「会報作成は委

員を交替で担当する」という計画が、委員３人

ということで順不同になり、ご迷惑をお掛けし

たと思います。また、方針の中の、「多くの写

真を取り入れる」については、山田副委員長よ

りサポートして頂きました。ありがとうござい

ました。事務局の緒方さんもご協力ありがとう

ございました。最後まで気を抜かないように一

生懸命頑張ります。 

 

         閉 会 

 

 

【ニコニコ箱委員会】  

委員長)延岡研一  

職業分類 電気工事、ロータリー歴11年3ヶ月 

副)齊藤日早子 

委員)岩井和彦･小林祐介･片岡啓一 

 皆様のお蔭で、本日のスマイルを入れまして約

145万と、目標額までもう少しとなっておりま

す。山賀年度最終例会での最後のスマイルをどう

ぞ宜しくお願いします。例会でのカード発表担当

は、齊藤副委員長をはじめ、小林委員、岩井委

員、片岡委員にも積極的に発表して頂きました。 

 

【出席委員会】  

委員長)馬場貞至 

職業分類 音楽家.歌手、ロータリー歴5年2ヶ月 

副)鳥越博治 委員)戸高克彦･村山能史･丸尾孜 

 例会出席はクラブ会員としての必要条件の一つ

であります。ロータリークラブのルールに本クラ

ブの出席率30％以上、メークアップも入れて50％

以上の出席ルールがあると岡村ガバナーからのお

話にもありました。皆様、いま一度見直して下さ

い。次年度に入りましたら、個人出席率100％表

彰を行います。あと数回のメークアップで達成さ

れる方がいらっしゃいます。来月の例会第２週ま

で有効ですので、宜しくお願い致します。 

 

【職業分類委員会】  

委員長)堤正博 

職業分類 焼酎製造、ロータリー歴38年6ヶ月 

副)釜田元嘉   

委員)友永和宏･山口令二･木村正美･赤池利光 

 本年は４名の方の推薦が上ってきました。それ

ぞれの方について意見をつけて提出しておりま

す。以前のように一業種一名という時代ではなく

なりましたので、ほとんど問題はなくなりました

が、まだ旧態依然とした分類名の方が多く、時代

に合せて変更した方が良いと思います。理事会で

も前向きに検討されるようお願い致します。 

 

【会員選考委員会】 

委員長）武末憲一 

職業分類 歯科医、ロータリー歴39年7ヶ月 

副)岩本泰典  

委員)宮原和広･小林清市･岡啓嗣郎･堤脩･外山博之 

 今年度は10名増の入会を目標にされておりまし

たが、入会者が少なく、増強委員会、職業分類委

員会から入会者の選考依頼が廻って来ませんでし

た。会員選考を合格で通過した人が２名入会され

ませんでした。来年度の会員増強を期待して、今

年度の報告を終わります。 

 

【クラブ広報委員会】  

委員長)葉山稔洋 

職業分類 葬祭業、ロータリー歴14年3ヶ月 

副)原田知一郎  

委員)水野虎彦･増田力･有村隆徳･愛甲康 


