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    渡辺洋文会長 

 

 猛暑が続いてますので､熱中

症にはくれぐれもお気をつけ

下さい。 

 本日はクラブ協議会です

が、クラブ協議会とは？クラ

ブ協議会の目的とは何なのか、と言う事をも

う一度考えてみる必要が有るのでは無いかと

思い、ロータリージャパンのホームページよ

り調べてみましたのでご報告いたします。 

 

クラブ協議会 (Club Assemblies) 

 クラブのプログラムと活動について協議す

るため、または新会員の入会のために開かれ

る、クラブ役員、理事、委員会委員長を含む

クラブ会員全員の会合。 

 クラブ協議会は、クラブのプログラムと活

動もしくは会員教育について協議するために

開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長

を含むクラブ会員全員の会合である。すべて

のクラブ会員は、協議会に出席することが強

く奨励されている。クラブ会長、もしくは指

定された他の役員が、クラブ協議会の議長を

務める。  

目的 

  クラブ協議会によって次の事項が可能にな

る。  

 〇 長期計画  

 〇 委員会活動の調整  

 〇 クラブの計画が実際にいかにして実施さ 

     れているかのより良い認識  

  〇 創造的な解決策や活動を促進するような 

     打ち解けた話し合い  

  〇 ロータリーとそのプログラムに関する継 

     続的な教育  

  〇 クラブの長所と短所の定期的な検討  

討議の議題  

 討議の議題には、奉仕プロジェクトや奉仕

活動、会員増加、退会防止の方策、地区大会

やその他の地区およびＲＩの会合への出席、

ロータリーのプログラムなどのほか、自由討

論の機会を含めることができる。  

実施予定  

 年間４回から６回のクラブ協議会を開くこ

通  算  2 7 5 8回 

2 0 1 3 年 7月 1 2日 

第  2  回  例  会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 水野虎彦委員長 

             第１回 クラブ協議会  前半 



とが推奨されているが、クラブの予定によって

異なる。  

1. 地区協議会の直後に地区協議会において立

案、提案された計画ならびにクラブが年次

の ＲＩテーマと強調事項を組み込む方法

について説明、検討し、協議する。このク

ラブ協議会では、会長エレクトが議長を務

める。  

2. ７月１日以降に年度計画について協議し、 

    採択する。  

3. 地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備 

  を整える。  

4. 公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバ 

  ナーとクラブの状況について話し合う。  

5. ロータリー年度の半ばに、目標に対するク 

  ラブの進捗状態を検討しロータリー年度の 

  残りの半分の期間のクラブのプログラムを 

  決める. 

6. 地区大会の後、クラブの計画を完遂するの 

  に役立つアイデアと提案を協議する。  

結果  

 協議会において、クラブの理事会、特定の委

員会、あるいはクラブ全体に関連する事項につ

いて、理事会あるいはクラブが決定した公式の

決定事項として使用できる情報を提供すること

ができる。協議会は、教育の機会を提供し、新

たな奉仕の機会へ会員の関心を喚起する可能性

を秘めている。 

 
 
と言う事ですが、現在の人吉ロータリーのクラ

ブ協議会は、形骸化していて単なる報告会に

なってると思います。全員で協議するフリー

ミーティングの機会を出来るだけ多く作りたい

と思いますので､ご協力下さい。 

 

   
 
   井手富浩幹事 
 

【連絡事項】         

①第１回ブライダル推進委員会の案内が来てお 

 ります。日時は、H25.7/25（土）15：00～ 

 17：00 場所は、「パレアホール」 

 →社会奉仕委員会へ 

②クリーン人吉運動早朝清掃の協力の依頼が来 

 ております。日時は、H25.8/16（金）6：00 

 ～7：00 →環境保全委員会へ 

③人吉社会福祉協議会より「人吉市歳末たすけ 

 あい演芸会」案内が来ております。 

 日時は、H25.12/1（日）→社会奉仕委員会へ 

④県青少年育成県民会議よりインターネット利 

 用環境整備の為の啓発説明会の開催案内が来 

 ております。 

 日時は、H25.8/22（木）14：00～16：00  

 場所：球磨地域振興局 →新世代委員会へ 

【配布物】 

 赤山年度ガバナー月信第１号が届いておりま 

 す。（ファイル共）本日配布します。  

 

【例会変更・取止め】 

①熊本西RC 7/23(火)を7/25(木)夜の例会へ  

 7/30(火)は定款第6条1節により取止め  

②八代東RC 7/25(木)は夜の｢親睦例会」へ変更 

 

【来訪者挨拶】  

  今年度理事役員就任のご挨拶と前年度お礼 

  

 芦北ＲＣ  

  白坂康浩会長 

 生魚恭一幹事 

 

 

  多良木ＲＣ  

   小林 智会長 

   秋山二三幸幹事 

 

    

  

  那須弘文直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 

    人吉中央ＲＣ  

       下鳥伸一会長     西孟三郎副会長 

      田中幸博幹事     村田優子副幹事 

       武井章直前会長   増田隆二直前幹事 
    
     ご来訪ありがとうございました       
     

  

  戸高克彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   65名    91.94% 

出 席 免 除   3名 6 / 2 8 出席率 81.97％ 

欠 席 者 数 5名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  立山・齊藤・山田・岩井・木村 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 次年度委員会合；中村・浅野・塚本・尾方・和田・宮山 

         高山・大久保・丸尾・馬場・武末 



【ニコニコ箱委員会】    青木一幸委員長   

・芦北RC 白坂会長.生魚幹事 今年度一年間 

  お世話になります。宜しくお願いします。 

                                      

・那須直前ガバナー補佐 一年間お世話になり 

  ました。                            

・多良木RC向江直前会長 一年間お世話になり 

  ました。                            

・多良木RC小林会長 多良木ＲＣの小林です。 

  一年間宜しくお願いいたします。      

・多良木RC秋山幹事 今回２回目の幹事を引受 

 けました。ロータリー歴は25年目に入りまし 

  た。人吉ＲＣの有村さんが会長の時に私も会 

 長をさせて頂きました。今回は初心に帰って 

 頑張ります。                    

・人吉中央RC武井直前会長 一年間大変お世話 

  になりました。お陰を持ちまして赤山武興 

  ガバナーを出港させることが出来ました。 

  ありがとうございました。          

・人吉中央RC増田直前幹事 一年間お世話に 

  なりました。                        

・人吉中央RC下鳥会長 本年度人吉中央ＲＣ   

 の会長を務めさせていただきます。今年１年 

  間宜しくお願いいたします。       

・人吉中央RC田中幹事 新年度のご挨拶を兼ね 

 て、一年間大変お世話になります。どうぞ宜 

 しくお願いいたします。        

・人吉中央RC西副会長 本年度の副会長になり 

 ました。どうぞ宜しくお願いします。                    

・人吉中央RC村田副幹事 本年度人吉中央ＲＣ 

 で副幹事を務めます。 初めてお邪魔いたし 

 ます。どうぞ宜しくお願いいたします。 

                    

・有村会員 芦北ＲＣ、人吉中央ＲＣ、多良木 

 ＲＣ、皆様のご来訪を歓迎致します。秋山先 

 生は同期の会長でした。        

・渡辺会長 芦北ＲＣ会長白坂様、幹事生魚様 

 多良木RC直前ガバナー補佐那須様、会長小林 

 様、幹事秋山様、ようこそいらっしゃいまし 

 た。人吉中央RC会長下鳥様、直前会長武井様 

 次年度会長西様、副幹事村田様、一年間宜し 

 くお願いします。           

・井手幹事 芦北RC白坂会長・生魚幹事、多 

 良木RC小林会長・秋山幹事・那須直前ガバ 

 ナー補佐・向江直前会長、人吉中央RC下鳥 

 会長・西副会長・田中幹事・村田副幹事・ 

 武井直前会長、増田直前幹事、ようこそい 

 らっしゃいました。歓迎致します。今年度 

 宜しくお願い致します。       

・伊久美会員 渡辺会長、井手幹事、１年間 

 ご苦労様です。出来の悪い会員にはマキエ 

 を与え指導して下さい。       

 

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 多良木RC小林会長・秋山幹事、 

 芦北RC白坂会長・生魚幹事、人吉中央RC下 

 鳥会長・西副会長・田中幹事ご就任おめで 

 とうございます。また、直前 那須ガバナー 

 補佐・武井会長・増田幹事・向江会長、お 

 つかれ様でした。これからも宜しくお願い 

 いたします。             

 

【Ｒ財団委員会】 

・中島会員 多良木クラブ会長小林さん、幹事 

 秋山さん、直前ガバナー補佐那須さん、芦北 

 クラブ会長白坂さん、幹事生魚さん、一年間 

 頑張って下さい。           
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  第１回 クラブ協議会 前半 
 
          進行；常設委員長 

 

【（常設）クラブ運営委員会】  

委員長）鳥井正徳 [社会教育･R歴:3年11ヶ月] 

担当委員会；親睦.ＳＡＡ.プログラム 

      ニコニコ.出席.戦略計画 

方針； 

◎クラブ管理運営部門の目標→クラブのサポー 

 トと強化 

◎この目標達成のために  

①．担当委員会相互の意思の疎通をはかる。時 

  宜を見て、目標達成のための方策や新規の 

  活動について意見交換の場を持つ。※元気 

  のあるクラブ→共通理解に基づく実践 

②．クラブの特色を生かす･…人吉ＲＣの個性  

   （５６年の歴史）個性を尊重しながら 

    地域に密着した人吉ＲＣをめざす 

      （存在感・社会性を高める） 

③．各委員会の計画を練り、具現化を進める。 

 

【親睦委員会】 

委員長) 村山能史[洗濯業・R歴:3年7ヶ月] 

副)尾上暢浩    

委員)原田知一郎.葉山稔洋.中村太郎 

   田中信也.漆野智康 

方針；会員間の親睦、友情、連帯を深め、委員

及び全会員の協力のもと、親睦の和を広げクラ

ブの繁栄に努める。 

計画； 

①５大親睦活動 

（１）新旧理事役員歓送迎会７月５日 

             （担当：村山） 



④ 節度を守りながら楽しい例会運営をする。 

計画； 

① 例会のプログラム作成。 

② クラブの公式行事、特別行事の活動報告。 

③ 各委員会の会務報告の情報収集。 

④ 卓話(内部・外部・新入会員)の計画実施。 

    

【ニコニコ箱委員会】 

委員長）青木一幸[味噌製造・R歴:2年8ヶ月] 

副）齊藤日早子 

委員）平田フク.伊久美寛志.山口令二 

方針： 

１.利他精神の涵養を図る。 

２.例会当日のスムーズな運営を図る。 

計画： 

１.毎例会の（ニコニコ箱読み上げ）担当者が 

  自らの言葉で積極的な協賛の呼びかけ・ア 

   ナウンスを行う。 

２. 

 ①事前に毎月の（読み上げ）担当者を決定 

   する。 

 ②欠席時の協力体制を築く。 

 （Ｒ財団・米山記念奨学 etc） 

 ③当日の（読み上げ）担当者が判る様に、席 

  上に立札を置く。 

３.７～８月に家庭集会を開催。 

 

【出席委員会】 

委員長）戸高克彦[広告業・R歴:10年10ヶ月] 

副）中村太郎 

委員）浅野強.田中信也.山口令二 

方針；例会出席はクラブ会員としての基本で

あり、奉仕活動やクラブ運営において出席率

の向上は必要条件の一つでもありますので、

会員一人ひとりと親睦を深めながら出席率の

向上に努めたいと思います。 

計画； 

① 地区大会、各行事への参加奨励。 

② 出席状況を４ヵ月毎に会報に掲載する。      

  （委員会を行う） 

③ 無届け欠席への対応。 

④ 出席率100％達成者表彰。 

⑤ 出席率報告者のローテーション。 

 （戸高-中村）（浅野-田中）（山口-戸高） 

 ２人１組で２ヶ月間で報告を行う。 

 

【戦略計画委員会】 

委員長）鳥井正徳 

副）有馬宏昭 

委員）浅野強.伊久美寛志.片岡啓一 

方針： 

◇戦略計画委員会は、クラブ活性化の一つの 

 手段として、新しく設定された委員会であ 

（２）納涼家族会（青少年交流合同）８月２日 

            （担当：尾上・中村） 

（３）忘年会１２月１３日 

            （担当：漆野・田中） 

（４）新年会１月１０日（担当：原田・村山） 

（５）賀寿会６月６日 （担当：葉山） 

②誕生・結婚祝い（毎月） 

  委員全員で行う 

③親睦ゴルフコンペ（ゴルフ愛好会） 

  月例ゴルフコンペ 

  ゴルフ愛好会総会 ７月１４日 

  ３ＲＣ合同コンペ 

④夫人の集い 

   会長夫人、幹事夫人 

 

【ＳＡＡ】 

委員長）漆野智康[臨床検査・R歴:3年] 

副）原田知一郎 

委員）青木一幸.片岡啓一.村山能史.尾上暢浩 

   齊藤日早子  

方針；人吉ロータリークラブの例会が、気品と

風格を保った格調高く和やかなものとなるよう

会場設営、監督に気を配り、心遣いの精神を持

ち、委員全員で取り組む。また、プログラム委

員会・親睦委員会とも連携をもち、例会運営に

取り組む。 

計画； 

① 例会がスムーズに進行できるよう40分前に 

   集合し、会場設営を行なう。 

② 幹事、プログラム、親睦の各委員会と連携 

   を密にする。 

③「国歌」「ロータリーソング」の指導に努め 

   る。３つのロータリーソングと人吉ロータ 

   リー讃歌を月一回づつ設定する。 

④ 会員相互並び来訪者の親睦が円滑に行くよ 

   うに席次を考える。 

     

【プログラム委員会】 

委員長）平田フク[生命保険、R歴:4年4ヶ月] 

副）葉山稔洋 

委員）有馬宏昭.戸高克彦 

方針； 

① 会長、幹事、各委員長との連携を密にす 

  る。 

② 時間配分等を綿密に計画を立てる。 

③ 年間行事（新人、内部、外部）卓話をバラ 

   ンス良く設定する。 



③例会で時折、会員増強に対する情報提供の 

 お願いをしていき、会員の意識を高めて行 

 く。 

④ＳＡＫＵＪＩ大作戦の受入れと会員への奨 

 励。 

 

【Ｒ情報委員会】 

委員長）和田栄司[冷暖房設備工事･R歴:18年1ヶ月] 

副）宮山惇 

委員）尾方芳樹.高山征治.外山博之 

方針； 

①ロータリー会員に対して、ロータリーの歴 

 史、綱領、ロータリー活動状況、国際ロー 

 タリーの動向について情報提供を行う。 

②会員、ならびに会員候補者にロータリーク 

 ラブ会員の特典と責務に関する情報を提供 

 して、十分な理解と認識を深めるように努 

 力する。 

計画； 

①ロータリー会員候補者に対するオリエン 

 テーションを行う。新会員が早くロータ 

 リーに溶け込めるよう援助する会員を一１ 

 指名する。 

②新会員のための情報集会を行う。 

 １）ロータリー理解推進月間卓話 

 ２）2月創立記念日卓話（国際ロータリー） 

 ３）５月創立記念日卓話（人吉RC） 

③クラブプログラムに協力する。 

④ロータリー用語の解説を週報に載せる。 

 

【職業分類委員会】 

委員長）外山博之[腎臓内科医･R歴:32年11ヶ月] 

副）高山征治 

委員）丸尾孜.岡啓嗣郎.大久保勝人 

方針；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； 

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 

 いるかの決定にあたっては、理事会と協議 

 する。 

③会員選考委員会と連絡を密にし、会員増強 

 委員会に協力する。 

④時代の変化に合わせて、職業分類の名称も 

 理事会に諮り、随時、検討、修正してい 

 く。 

 る。従って、この委員会は、クラブの原点に 

 戻り、様々な視点から、これまでの活動や体 

 質の長所・短所を把握し、改善点を探すと同 

 時に、これからのクラブとしてのビジョンを 

 策定する。 

◇これからのクラブ活性化の方策として重視さ 

 れねばならないのは、クラブ活動の継続性や 

 長期的な展望に立っての展開であろう。特に 

 会員の力を結集して取り組む地域貢献活動 

 や、財団や地区の補助金を活用する奉仕活動 

 については、このことが不可欠と考える。 

◇委員会で協議した内容は、その都度全会員に 

 周知し、戦略に沿った活動をお願いする。 

計画： 

◇様々な視点から、これまでのクラブ活動の棚 

 卸しを行い、全会員の英知を結集する。 

◇常時各委員会の活動状況等を把握しながら、 

 任意の委員会を随時に開催する。 

 

【（常設）会員組織増強委員会】  

委員長）塚本哲也[酒類小売・R歴:11年9ヶ月] 

担当委員会；会員組織増強.ロータリー情報 

      職業分類.会員選考 

方針； 

より充実したロータリークラブの奉仕活動の活

性化と会員相互の親睦を深めるため、会員組織

増強の関連委員会との連携を密にして会員増強

を促進し、更に全会員に会員増強に対する意識

を高めていただき、新入会員に関する情報提供

を募っていく。 

 

【会員組織増強委員会】 

委員長）塚本哲也 

副）友永和宏 

委員）宮山惇.尾方芳樹.和田栄司 

方針； 

更に明るい未来を持つ人吉ロータリークラブに

発展させていくために、会員を増強し、よりや

り甲斐のある奉仕活動ができ、また、素晴らし

い会員との親睦の場を増やすことができるよ

う、全会員の皆さんに会員増強の意識を高めて

いただき、委員会一丸となって素晴らしい新入

会員増強をしていく。 

計画； 

①会員組織増強の関連委員会との協力関係を合 

 同家庭集会等を通じて密にし、新入会員の情 

 報を得ていく。 

②全会員の会員増強の意識を高め、タイムリー 

 な情報提供の協力をする。 



【米山記念奨学委員会】 

委員長）宮原和広[ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ・R歴:17年2ヶ月] 

副）赤池利光 

委員）岩本泰典.延岡研一.堤正博.上田一精 

方針；ロータリー米山記念奨学会は、将来母国

と日本の懸け橋となって国際社会で活躍する優

秀な留学生を奨学することを目的としていま

す。この目的を達成する為には、皆さんの寄付

金が財源となりますので、この主旨をご理解い

ただき、寄付のご協力を宜しくお願い致しま

す。 

計画； 

①.普通寄付；会員一人当たり6,000円の寄付 

   （内、2,000円は100万ドル食事より） 

②.特別寄付；奨学金にご理解頂き、自主的な 

  寄付をお願いする。 

③.米山月間卓話・スライド 10月 

④.米山奨学生招待事業   10月 

 

         閉 会 

 

 

 
 ＜感動的な講演と興行に満ちた 

     モントリオール大会が幕を下ろす＞ 

 

 6月23日、カナダ、モントリオールにて、154の

国々から1万8,000人のロータリアンが参加した国際

ロータリー国際大会が幕を閉じました。ポリオ撲滅

活動を完遂するよう激励を受けた参加者は、活動の

効果はすぐに目に見えてわかるようなものではなく

とも、必ず変化を生み出すものであるとの思いを新

たにし、それぞれの帰途へつきました。 

 本会議と分科会で盛りだくさんとなった4日間の国

際大会を通じて、参加者は多くの貴重な講演者の話

を聞くことができました。ジョー・ラックさんをは

じめ、ベストセラー作家であり、アフガニスタンと

パキスタンで学校を設立した中央アジア研究所の共

同設立者、グレッグ・モーテンセンさん、ボーイス

カウトアメりカ連盟の事務総長であるボブ・マズー

カさん、著名なカントリー・ミュージシャンで慈善

活動家でもあるドリー・パートンさんなど、いずれ

もすばらしい講演でした。 

 また講演のほかに、ソロとアンサンブルを織り交

ぜた歌で知られるアイルランドの歌唱グループ、ケ

ルティック・サンダー、幻想的なアクロバットで観

客を魅了するシルク・ド・ソレイユ、美しい歌声を

披露してくれたテノール歌手、ラッセル・ワトソン

さんなど、参加者はさまざまなエンターテインメン

ト・ショーを楽しむ機会にも恵まれました。 

これらの詳細、そのほかの大会関連ニュースは 

ＲＩのウェブサイト 

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/

Pages/conv10june24_wrap.aspx 

でご覧になられます。 
              
          ロータリージャパンHPより 

【会員選考委員会】 

委員長）大久保勝人[ｱﾊﾟｰﾄ経営・R歴:15年7ヶ月] 

副）丸尾孜 

委員）岡啓嗣郎.友永和宏.塚本哲也 

方針；理事会から要請された被推薦者の会員と

しての資格条件と個人的な面から検討し、その

人格、職業上及び社会的地位、並びに一般的な

適格性を調査する。 

計画；調査にあたっては、 

①人格や評判は申し分ないか 

②その人の会社は良い名声を持っているか 

③その人は「奉仕の精神」があるか 

④会員としての財務義務を果たし、例会に出席 

 出来るか 

以上を迅速に調査し、理事会に報告する。 

関連分類の既存会員の意見を聞きながら、理事

会の意見を尊重し、判断する。家庭集会は関連

委員会と相談し、合同会とする。 

 

【（常設）ロータリー財団委員会】  

委員長）延岡研一[電気工事、R歴:11年4ヶ月] 

担当委員会；ロータリー財団.米山記念奨学 

方針；ロータリー財団と米山記念奨学の２委員

会ですが、いずれも会員の寄付に大きく依存す

る委員会です。それぞれに寄付目標額が昨年度

より上積みされておりますが、２委員会の6名

の委員それぞれの声掛けにより目標達成に努め

ます。会員皆様のご協力、宜しくお願いしま

す。 

 

【ロータリー財団委員会】 

委員長）延岡研一 

副）堤正博 

委員）赤池利光.岩本泰典.宮原和広 

   上田一精 

方針； 

①一人あたりの寄付目標を150ﾄﾞﾙとします。 

②奉仕プロジェクト委員会と連携して、次年度 

 の地区補助金（2014年3月申請）プロジェク 

 トの検討・申請。 

③地区のポリオ・プラス委員会（中島委員長） 

 への寄付協力を継続する。 

計画； 

①新入会員は入会時２０ドル 

 会員は４０ドル/年 

 １人平均150ドル寄付の達成を目標とする。 

②100万ドル食事を毎月一回行なう。この際、 

 ポリオプラス指定寄付へ一部を計上する。 

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。 

 （３年目/１０年計画） 

④地区補助金申請に向けた調査・研究を行ない 

 ます。 


