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点 鐘           渡辺洋文会長     
 
歌 唱  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 原田知一郎副委員長 

            国 歌  「君が代」 

            Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長    
 

    
     会長 渡辺洋文 
 

 本日は２回目のクラブ協議会

です。実行した計画の報告をし

ていただく為のクラブ協議会で

す。時間が限られてますので、

出来るだけ簡潔に、わかりやす

く報告をしていただきますよう

お願いいたします。 

 クラブ協議会は、週例会と対照的に、会長がクラ

ブ役員、会員、委員に情報を伝達することを目的と

して年度中いろいろな折に開催されています。この

クラブ協議会は、会長が委員会のプログラム計画の

進展状況に耳を傾ける格好の機会です。また、どう

すれば奉仕プロジェクトを効果的なものにするかに

ついて意見の交換を奨励する機会でもあります。 
 
 ＰＤＣＡと言うのご存じの方も居られると思いま

すが、第二次世界大戦後、品質管理を構築したウォ

ルター・シューハート（Walter A. Shewhart）、エ

ドワーズ・デミング（W. Edwards Deming）らが提唱

しました。このため、シューハート・サイクル

（Shewhart  Cycle）またはデミング・ホイール

（Deming Wheel）とも呼ばれています。 

 ＰＤＣＡサイクルという名称、サイクルを構成す

る次の４段階の頭文字をつなげたものであり、後

に、デミングは、入念な評価を行う必要性を強調し

てCheckをStudyに置き換え、ＰＤＳＡサイクルと称

したそうです。 
 
１．Ｐｌａｎ（計画）: 従来の実績や将来の予測な  

  どをもとにして業務計画を作成する 

２. Ｄｏ（実施・実行）: 計画に沿って業務を行う 

３．Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）: 業務の実施が計画 

  に沿っているかどうかを確認する 

４． Ａｃｔ（処置・改善）: 実施が計画に沿ってい 

  ない部分を調べて処置をする 
 
  この４段階をぐるぐる回していく（スパイラル

アップ）事で、継続的に業務改善する為の管理の手

法の一つです。今日はＰＤＣＡのＤ、実行した計画

を報告して頂くわけですが、このクラブ協議会をＰ

ＤＣＡに見立てて、１回目を計画、２回目と３回目

を実行、４回目を評価･改善と言う事で、計画を実行

したら必ず評価をして、改善点をまとめ次年度に引

き継いでいく。   

  人吉ロータリーを観て思うのは、毎年同じ計画と

実行を繰り返していて、評価･改善がほとんどなされ

ていないと思います。ＰＤＣＡで一番重要なのはＣ

のチェック（評価）なんですが、評価がちゃんと出

来ていないと改善が出来ません。 

  この手法が定着して、うまく回っていけば、人吉

ロータリーと言う組織が進化していくと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 
 
   幹事 井手富浩 

 
【11/15 臨時理事会承認事項報告】 

①人吉ロータリークラブ活動の広報の一助として 

 幟旗を製作する。予算特別会計より、  

  ￥2,000/本×10＝￥20,000 （税込） 

【連絡事項】 

①人吉オープンゴルフ大会実行委員会より「第６回 

 人吉オープンゴルフ大会」協賛への御礼状が届い 

 ております。    

②人吉中央ＲＣより2013～2014度の「クラブ現況及 

 び活動計画報告書」が届いております。 

③地区第６グループ摂津ガバナー補佐より、ガバ 

 ナー公式訪問回答書が届いております。 

  日時；H26 1/22 (水)11：00～ 

通  算  2 7 7 5回 

2 0 1 3年 1 1月 1 5日 

第 19 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 川越公弘委員 

             第２回 クラブ協議会   



 人吉RC、人吉中央RC、多良木RC、３クラブ合同で 

 場所は｢あゆの里｣です。   

④RI2720地区小山康直ガバナーエレクトより、地区 

 委員会、委員推薦の依頼が届いております。期日 

 は12/10まで。 

 →会長及び会員エレクトにお渡しします。 

【回覧物】 

①人吉中央ＲＣ会報と11月度例会予定表  

②多良木ＲＣ会報   

【例会変更・取止め】     

八代南RC11/26→18:30～クラブフォーラムの為 

          場所「八代グランドホテル」 

宇土RC11/27→18:30～家族親睦例会の為 

           場所「高田事務所」  

熊本南RC12/2→18:30～年忘れ家族会の為                                

           場所「ホテル日航熊本5Ｆ阿蘇」 

 

   

      委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクトクラブ】  委員長 安達玄一 
 
  『 ロータリー家族清掃活動 』のご案内 
 
     開催日時；平成25年１２月１日(日) 

        午前９時集合 11時解散 

   集合場所；堤病院九日町診療所 駐車場 

  詳しい内容はＦＡＸでご案内します。 

  会員、家族の参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】       副委員長 原田知一郎 

 11月10日のゴルフは雨の為中止になりましたの 

 で再度ご案内します。多くのご参加をお待ち 

 しております。 

     日 時: １１月２４日 (日) 

         ９時３０分スタート 

     場 所: 球磨カントリー倶楽部 

 

 

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

       第２回 クラブ協議会 

  
 
○クラブ運営  

親睦委員会（委員長 村山能史） 

 親睦委員会では、７月５日新旧理事役員歓送迎

会、８月２日納涼家族会及び韓国慶山ＲＣ青少年交

流歓迎会を行いました。会員皆様のご協力により無

事に終了することが出来ました。 

 反省点として、人員の配置が悪く、予定していた

アトラクションが出来ませんでした。今後改善した

いと思います。 

 

ＳＡＡ（委員長 漆野智康） 

 今年度、例会場のレイアウト変更を行いました。

現在、新しい例会場の席次表を作成中です。見積額

は18,375円です。最近、格調高い例会となっている

のか？と多くの会員の皆様からご意見をいただいて

おります。特に食事の時間と重なる会長の時間また

外部卓話時等折角、外部から講師をお招きしており

ますので、格調高く和やかな例会となりますようご

協力をお願い致します。それに伴い、食事の時間を

12時から開始できないか検討していきたいと思いま

す。 

      

プログラム委員会（委員長 平田フク） 

 7月24日(水)、プログラム・出席・戦略計画委員

会合同の家庭集会を行いました。たくさんの意見が

出て、有意義な家庭集会だったと思います。 

 

ニコニコ箱委員会（副委員長 齊藤日早子） 

 ＜本年度の寄付実績について＞ 

・本年度の目標額150万円に対して、11月8月までの

実績は37.5万円、目標遂行率は25％となっていま

す。 

・昨年度の同時期の目標遂行率が27.6%、実額で

41.5万円ですので、ほぼ同じペースで推移している

状況です。 

・昨年度後半からは、ニコニコ箱・ロータリー財団

だけでなく、米山記念奨学も含めて、同じ申請用紙

で皆さんからのご寄付を募る形態となった関係上、

それぞれ単体で見ますと、場合によっては過去の実

績との比較で増減するものもあるかとは思います

が、その点はどれも皆さんからの尊いお志に変わり

はありませんので、引き続き様々な形でのご寄附を

御願いできれば幸いです。 

＜例会の運営について＞ 

・例会の円滑かつ効率的な運営は、渡辺年度の大事

なテーマの一つですが、そうした観点から、当委員

会では例会でのご寄附の披露について、当委員会メ

ンバーだけでなく、ロータリー財団・米山記念奨学

の委員会のメンバ－の皆さんにもご協力をいただ

き、毎例会の円滑な進行に努めてきました。 

本日の出席率 

会   員   数   64名    75.41% 

出 席 免 除  3名 1 1 / 1 出席率 83.61％ 

欠 席 者 数  15名 補  填  数 10名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 村山・坂井・片岡・田中・外山・青木・中村 

       延岡・小林祐・小林清・高山・尾上・中川・本田 

       山口 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 地区ＲＡ年次大会；板井･釜田･北･岩井･片岡･小林清･岩本 

          川越･小林祐･丸尾     



 今後も引き続き、委員会の横の連携を密にしなが

ら、円滑な例会運営に寄与できるように注力してい

きたいと思いますので、ご協力宜しくお願いいたし

ます。 

 

出席委員会（委員長 戸高克彦） 

 出席委員会の役目はやはり出席率の向上であると

思っております。現在の状況はホーム例会での出席

率の低下が見られます。出席の一般規定の問題は会

長、幹事、先輩方に相談しながら対応していきたい

と思っております。良い点は、無届欠席がほとんど

ないという事です。ただ数字上、出席率を100％にす

ることが目的ではなく、クラブ運営において例会出

席は活動の基盤であり、親睦と調和をつくる大切な

場であると思います。会員皆様のご協力が何より必

要となりますので、それぞれの状況があられるかと

思いますが、出来る限り一回でも多く例会への出席

をお願い致したいと思います。 

 

戦略計画委員会（委員長 鳥井正徳） 

 ｢これまでのロータリー活動を、あらゆる視点から

見直し、検討し、これからのクラブ活動の在り方や

ビジョンを策定する｣ことを委員会方針としてスター

トしました。これまでのところ、すでに報告いたし

ましたように、〇各委員会の地域との係わりや記念

事業、国際奉仕等の活動をまとめ、いろいろな観点

から検討いたしました。○会員減少に伴う一般会計

や特別会計の在り方についても御意見を伺っていま

す。○次年度、次々年度を見据えた社会奉仕、国際

奉仕活動についても検討し、御意見を伺いながら詰

めていきたいと思います。 

 今後検討いたしましたことは、その都度報告して

いきたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

○会員組織増強 

会員増強委員会（委員長 塚本哲也） 

 方針のとおり、素晴らしい新入会員を増強してい

くため、会員候補者の推薦をお願いしております。

今回候補者として若手の中心的存在で、活躍されて

おられる方を推薦させていただいております。信頼

できる好青年です。近く皆様へハガキを発送致しま

すので宜しくお願い申し上げます。 

 

Ｒ情報委員会（委員長 和田栄司） 

 これまで、坂井会員の入会でオリ

エンテーションを行いました。その

後はまだ何も行っていない状態で

す。1月にロータリー理解推進月間

卓話、2月ＲＩ創立記念卓話、5月ク

ラブ創立記念卓話を予定しております。会員ならび

に会員候補者にロータリー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

に努力いたします。 

 

職業分類委員会（委員 丸尾 孜） 

 これまでの活動は、今年8月30日に入会されたＮＴ

Ｔ岩本光義会員の後任である坂井初男会員の分類に

ついて、交替会員ですので同じ電気通信事業にして

おります。 

 現在、増強委員会より会員候補者推薦状が上がっ

てきており、委員会で分類の資格条件を協議しまし

た。 

 

会員選考委員会（委員長 大久保勝人） 

１．ＮＴＴ坂井初男氏入会については、25年7月に異 

  議なく承認済み。 

２.Ｓ氏入会について、11月13日二代目にて18時30分 

  より選考委員会全員出席にて委員会を開催し、審  

   議の上承認した。  

 

○奉仕プロジェクト 

社会奉仕委員会（委員長 立山 茂） 

 渡辺会長がロータリーは変化し

なければいけないとのことで、ど

う変化すべきかを知るために9月

にアンケートを行いました。ご協

力有難うございました。結果は皆

様に渡した通りです。まとめます

と、人吉球磨の地域で独自の奉仕活動をする（でき

たらアクトもいっしょにやりたい）が答えでした。 

 ちょうど人吉が県下でゴミワースト２位との報道

があり、人吉市役所の環境課にはアクトの桝田君も

いるので、ゴミワースト２位返上の活動をすること

に決めました。残り半年、皆様のご協力の下、人吉

クラブ独自の奉仕活動としてスタートさせたいと

思っています。 

 

職業奉仕委員会（委員長 岩井和彦） 

 9/24、5委員会合同家庭集会開催。会長幹事他8名

計10名。片岡忠雄委員の送別も兼ねて行いました。  

 10/25、職業奉仕月間卓話。中小企業大学校長 中

村晃様に「中小企業大学校 人吉校の概要」で卓話

していただきました。委員会事業は順調に行われて

います。今後も委員皆様、会員の皆様にご協力をお

願いすると思いますので宜しくお願い致します。 

 

国際奉仕委員会（副委員長 永尾禎規） 

 8月1日～4日までの第11次韓国慶山ロータリークラ

ブ青少年ホームスティの受け入れにおきまして、ま

ずもって会員・家族の皆様の協力を戴いた事に感謝

しております。今回は、奉仕プロジェクト委員会立

山委員長に全面協力を戴き、常設委員会で対応して

戴きました。また、クラブ管理運営委員会・鳥井委

員長の委員会会議に参加させて戴き、村山親睦委員

長、SAA漆野委員長並びに会員・ローターアクトの皆

様に協力を戴いた事に対してもお礼申し上げます。

ありがとうございました。海外青少年のホームス

ティを受け入れるには、通訳が問題になります。今

回は、慶山RCの朴先生の大学より日本語講師の上杉

さんが来てくれましたし、堀尾里美さんと2人での通

訳が出来たので良かったと思います。「ラフティン

グ・球泉洞見学・バーベキュー・鹿児島水族館・平

川動物園など行いましたが子供たちも喜んでいまし

た。」と上杉さんより報告を戴きました。また、

「韓国の青少年も出発当時は子供同士で打ち解けな

かったのが人吉RCの親睦会での子供たちへのゲーム

企画がとても良かった。子供同士（日本・韓国）も

打ち解けました。笑顔が出てきました。」とも話し



行われるロータリー地区大会等の記事が人吉新聞に

掲載されており、一般の方にも少しはロータリーへ

の理解が深まったのではないかと感じております。  

 また、12月1日の家族清掃にはのぼり旗も出来上が

り、よい広報の機会になると思います。人吉クラブ

のホームページは前委員長にも協力頂き、何度か更

新しております。会員の皆様にも見て頂き、要望、

意見等ありましたらお聞かせ下さい。今後も会報委

員会、雑誌委員会と協力して広報に努めていきたい

と思います。 

 

クラブ会報委員会（委員長 水野虎彦） 

 会報の作成効率向上の為、皆様にはメールやデー

タでの原稿提出をお願いしております。外部卓話者

には卓話依頼する会員より原稿の提出を依頼して頂

きますようお願い致します。さらにお願いを申せ

ば、会報作成上、各委員会の会務報告はボイスレ

コーダーからの聞き取りだけでは正確な日時や個人

名等が聞き取りづらい場合もございます。そこで各

委員長へ、会務報告もメールまたはデータでの原稿

提出をお願い申し上げます。もし原稿提出が無い場

合はボイスレコーダーの聞き取りで可能な範囲での

掲載とさせて頂きますので、どうかご了承お願い致

します。 

 

雑誌委員会（委員長 大賀睦朗） 

 ロータリーの友紹介は雑誌委員の皆さんから順次

紹介をして頂いております。委員からの紹介が終わ

りましたら、出来るだけロータリー歴の浅い会員の

皆さんにお願いをして参りたいと思いますのでご協

力を宜しくお願いします。  

 

○ロータリー財団 

ロータリー財団委員会（委員 宮原和広） 

 毎度お願いしておりますが、一人当たり150ドルの

寄付目標に向けご協力よろしくお願いします。10月

22日に米山記念奨学委員会と合同で家庭集会を開き

ました。今月はロータリー財団月間で、先週の財団

卓話に続き、来週、地区の木村ロータリー財団部門

長の卓話を計画しております。 

 

米山記念奨学委員会（委員長 宮原和広） 

 10月の｢米山月間」にちなんで、9月27日に「ロー

タリー米山記念奨学事業のいま」のビデオ放映、10

月18日に9/28熊本で開催されました米山セミナー報

告と米山月間卓話を実施しました。10月11日には米

山奨学生招待事業を実施し、熊本りんどうＲＣが世

話クラブとなっている中国の奨学生、羅式鈺さんと

河合伯政カウンセラーを招待しました。河合カウン

セラーより羅さんの紹介があり、羅さんに卓話をし

て頂き、会員皆様の米山記念奨学会に対する理解を

深めて頂きました。会員皆様のご協力によりまし

て、普通寄付、特別寄付ともに例年通り集まってお

ります。感謝を申し上げますと共に、今後も引き続

き宜しくお願い致します。 

 

   

          閉 会 

 

てくれました。そして、ホームスティ家族の協力が

最大である事は言うまでもありません。また3日間、

慶山RCの会員の接待に手弁当（自費）で協力を戴き

ました会員の皆様に感謝いたします。最後に青少年

ホームスティを行うには最低子供1人10万円が必要と

なります。今後どのような方向に進めていくか、会

員全員で考え、受け入れ体制も考える必要があるか

もしれません。 

 

環境保全委員会（委員 山田仁法） 

 村山公園にあるロータリーの森記念碑の清掃と彫

文字のペイント塗り替えをしました。予算は36,000

円としておりましたが、実質支出は37,800円でし

た。また、人吉市花火大会翌日8月16日早朝の人吉ク

リーン作戦では、相良護国神社周辺の清掃作業を行

いました。参加者25名でした。今後も引き続きご協

力をお願いします。 

 

地域発展委員会（委員長 北昌二郎） 

 これまでの活動；9/24に奉仕プロジェクトの５委

員会合同での家庭集会を行いました。委員会計画

中、功績のある団体・個人の表彰について意見を出

し合いました。 

 

○新世代 

新世代委員会（委員長 馬場貞至） 

 10月12.13日に人吉で開催された2720地区ローター

アクト年次大会に委員会より50,000円を支出し支援

した。新世代のための月間9/20に、”ラスカーラ・

オペラ協会より代表の岩本貴文氏、ソプラノの宮本

恵理さん、ピアニストの白石由子さんをお招きし

て、卓話と演奏をして頂いた。又、例会前に渕田副

委員長の事業所山江保育園において園児たちと音楽

の交流もさせていただいた。交通費お礼として

50,000円を支出。 

 8月3日(土)4日(日)、Ｕ-13きじ馬サッカー大会が

開催され20,000円を支援した。7/25～7/30、5泊6日

で行われた東日本復興支援こどもキャンプに30,000

円を支援した。9/20青少年育成市民会議関係５団体

交流の会合費(丸恵本館にて）3,000円を出金した。  

 

ローターアクト委員会（委員長 安達玄一） 

 10月12・13日、人吉あゆの里において2720地区

ローターアクトと他県アクトの年次大会『ピースス

マイル』開催。戦争や差別、いじめや暴力が無くな

り平和に近づくのか、皆が笑顔になる為にどのよう

なことが出来るのか 

クラブ補助金・新世代補助金 (記念誌作成中) 

※ 他の計画と課題  

① 平和について考える 

② 奉仕活動を体験する 

③ 会員増強 

④ ロータリー会員や交換留学生との交流 

⑤ ロータリー家族清掃活動を12月1日日曜日、午前 

  9時～11時に予定 

 

○クラブ広報 

クラブ広報委員会（委員長 馴田信治） 

 10月に行われたローターアクトの年次大会、3月に


