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      会長 渡辺洋文 
 
 本日はクラブ協議会です。 

 ＰＤＣＡのＤ(ＤＯ)実行した計画の報告をし

ていただきます。実行した計画が無ければ、別

にありませんで結構ですのでよろしくお願いし

ます。形式的なクラブ協議会ならしない方がい

いと思うのですが、人吉ロータリーを良くする

ために、無駄はないかとか、問題はないかと

か、この委員会は無くしていいんじゃないかと

か、こんな委員会を作ったらいいんじゃない

か、など報告事項や問題点等ございましたら、

発表してください。 

 おとといの水曜日２月２６日に台北稻江ロー

タリークラブの２７周年が有りました。出席し

てきましたので、ご報告させていただきます。 

 ２６日午後６時半より台北市ウェスティンホ

テル、地下３階の会場で開催されました。 

 ２７周年記念の週報には、上尾西ロータリー

クラブの会長の祝辞と同じ台湾の姉妹クラブの

会長の祝辞が掲載されておりました。人吉ロー

タリーは祝辞を送ってなかった訳ですが、次年

度からは、会長の祝辞を送られた方がいいと思

います。  

 今回は直接お祝いのご挨拶をさせていただき

ましたので行って良かったなと思いました。 

 調印式が５年に一度ですので、人吉ロータリー

が稻江ロータリーを訪問するのは１０年に一度と

言う事で、これではあまり姉妹締結している意味

は無いのではないかなと思います。 

 気を使わない、非公式なプライベートの交流が

出来ればいいですねと、お伝えして来ました。 

４月か５月にゴルフに行くかもしれないと言われ

てましたので、その時はまたご連絡いたします。 

 ３年後は、人吉ロータリーの６０周年と稻江

ロータリーの３０周年が重なります。調印式は人

吉ですので、来られると思いますが、稻江ロータ

リーの３０周年にはやはり行かなければいけない

のではないでしょうか？ 

 稻江ロータリーの会員数は現在４８名だそうで

す。若い人が増えて、日本語を話せる会員が少な

くなりました、と言われていました。 

 このままだと益々疎遠になっていくのではない

かと思います。せっかく姉妹締結しているわけで

すから、何か価値あるものにして行くことが、必

要ではないでしょうか。 

 
 

    
   幹事 井手富浩 

 

【連絡事項】  

①ガバナー事務局より３月のロータリーレート 

 は、１＄102円となります。 

②水俣ＲＣより、ＲＩ2720地区熊本第６グループ 

 ＩＭ開催案内が届いております。 

 日 時; 4/5 (土) 15：00～17：00  

 場 所;ＪＮＣ（株）水俣製造所内研修センター 

  その後、地区大会及び赤山ガバナーご苦労様会 

 が、17：20～19：00、場所「あらせ会館」で開 

 催されます。会費は、クラブ負担金2,000円× 

 全会員及びＩＭ登録料4.000円となっておりま 

 す。登録締切が、3/15（土）までです。 

通  算  2 7 8 7回 
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③人吉市青少年育成市民会議会より、平成25年 

  度人吉市青少年市民会議第2回理事会の案内 

 が届いております。 

 日 時; H26 3/13 (木) 19：00～ 

 場 所; 市役所別館2Ｆ202会議室 

  →会長へお渡しします。   

【配布物】       

  2013年手続要覧（ロータリアンの手引き）が 

 届いております。全会員に配布します。 

【例会変更・取止め】    

①宇土ＲＣより例会変更及び取り止めの案内 

3/12(水)地区大会振替の為休会  

3/26(水)は、花見例会の為18：30～ 

     「懐石料理くま井」に変更  

   

 

  委員 中村太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人吉国際交流協会】      立山茂会員 

 

   ポルトガル伝統音楽“ＦＡＤ”ライブ 

        開催のご案内 

 ポルトガルの伝統音楽であるファドのライブ

を下記のとおり開催します。現地ポルトガルで

も賞された日本人ファド歌手の歌声と２人のギ

タリストが奏でる可憐で心に染みる旋律を間近

でお楽しみいただけます。本場のファドを聴き

ながらリスボンを感じてみませんか？ご興味が

ある方は事務局までお問い合わせください。 
 
『ファド』とは？ 

 ポルトガルの首都リスボンの下町で生まれた

民族歌謡。郷愁や愛をテーマに、主にポルトガ

ルギター（ギターラ）とヴィオラと呼ばれるク

ラシックギターの伴奏で演奏される。ポルトガ

ルでは、レストランや居酒屋などで歌われてい

る。 

2011年にユネスコ無形文化遺産に登録された。 

 

 ■日時：平成２６年３月１７日（月） 

     開場 午後６時半 

     開演 午後７時 

 ■場所：町家ギャラリー立山 

     （人吉市中青井町３１１） 

 ■出演 

  ・津森久美子（日本人ファド歌手） 

   オフィシャルサイト 

   http://office-flor.com/ 

  ・上川保 (Guitarra：ポルトガルギター) 

  ・水谷和大 (Viola de Fado：ギター) 

  ■チケット：１，５００円 

 ■チケット・お問い合わせ 

  人吉市国際交流協会事務局 ℡22-2111 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 青木一幸 

・山本会員 誕生のお祝いありがとうございま 

 した。元気にしています。3月1日より15日く 

 らい人吉に帰って来ます。      

・大賀会員 明日はくま川開き祭が球磨川下り 

 発船場で催されます。打ち合わせのため早退 

 します。くま川下りの応援お願いしまーす。  

                   

・釜田会員 本日10時テレビＴＫＵ英太郎のか 

 たらんねに弊社のみそ・しょうゆ蔵 人吉の 

 おもしろ名物社長が放映されました。        
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○クラブ運営  

親睦委員会（委員長 村山能史） 

 “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、

親睦の輪を広げ、クラブ

の繁栄に努める”方針を

かかげ活動してまいりま

した。５大親睦活動のう

ち、４つ（新旧理事役員歓送迎会、家族納涼

会、忘年会、新年会）が終わり、残すは賀寿会

だけとなります。反省する点は、特定の委員の

方に多くの負担をかけてしまったことが委員長

として大変申し訳なく思っております。 

 少々の不手際もございましたが、皆様のおか

本日の出席率 

会   員   数   65名    82.26% 

出 席 免 除  3名 2 / 1 4 出席率 77.42％ 

欠 席 者 数  11名 補  填  数 0名 

出 席 者 数  51名 修 正 出 席 率 77.42％ 

＊届け出欠席 岩井・宮原・岩本・堤正・友永・宮山・中川 

       戸高・有村・鳥井・渕田   

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 



げでここまで無事に終わらせることが出来まし

た。本当にありがとうございます。残る４カ

月、皆様のご協力とご指導を頂きながら、親睦

委員会一同頑張っていきますので宜しくお願い

いたします。 

 

ＳＡＡ（委員長 漆野智康） 

1.実行      

◎今年度、例会場のレイアウト変更を行いまし

た。新しい席次表を作成し、使用しています。 

◎食事に関してですが、月2回カレーの日以外

は、弁当形式に変更しました。食器を引く際の

立歩きがなくなり、和やかな例会になったと実

感しております。◎卓話時にスライドを使用さ

れる方が多くなり、ＳＡＡでスライドを操作し

ておりました。なかなか操作のタイミングが合

わず、卓話者にご迷惑をお掛けしておりまし

た。卓話台から自分で操作ができるように、ワ

イヤレスプレゼンターを購入していただきまし

た。     

  

プログラム委員会（委員長 平田フク） 

  本日で31回目のプログラムに

なります。メンバー、葉山副委

員長、有馬委員、戸高委員の応

援のもと、皆様のご協力をいた

だきながら例会進行に努めてお

ります。皆様には、急なお願い

をしてもいつも快く対処をして頂きありがとう

ございます。今後も行事報告や各委員会の活動

報告、年間のプログラムを着実に消化して頂け

るよう、円滑なプログラム運営に努めてまいり

たいと思います。皆様のご協力、ご助言を宜し

くお願い申し上げます。 

 

ニコニコ箱委員会（委員長 青木一幸） 

 ８カ月経ち年度の66％が過ぎ

ました。目標額は150万、現在目

標遂行率は65％となっておりま

す。昨年度とほぼ同じペースで

推移している状況ですが、安全

のために少しペースを上げたい

と思いますので、ぜひ皆様の温かいご協力を宜

しくお願いいたします。 

 

出席委員会（副委員長 中村太郎） 

 今期も３分の２を終えようとしております

が、出席率向上に対しての対応ができていない

のは反省しなければならない点だと思います。

ただ、無断欠席はほとんどありませし、例会出

席への意識は持って頂いてると思いますので、

１回でも多く出席して頂ける事を願います。

ホーム例会の出席がどうしてもできない場合は

あると思いますので、メー

キャップを利用して頂き出席

率の向上へご協力頂きたく思

います。尚、３月第１又は第

２例会で７月～２月までの個

人出席率を配布予定となっております。 

 残り４ケ月となりましたので、出席率向上へ

ご協力お願い致します。   

  

戦略計画委員会（副委員長 有馬宏昭） 

 ＲＩが推奨する戦略計画が示されました。 

 それによりますと、 

 １．クラブサポートの強化 

 ２．人道的奉仕の重点化と増加 

 ３．公共イメージと認知度の向上 

の３点から成っています。 

 そして、戦略委員会を委員会組織図におい

て、理事会と各委員会の中間に位置するとし、

クラブ活性化に繋げるとしています。戦略委員

会で取り上げ、検討していることの概略を申し

上げます。 

１．ＲＩでは、戦略委員会を「理事会と各委員 

  会の中間に位置する」としているが、少し 

  無理があるのではないか。実態から考え 

  て、各委員会と同じ肩を並べて、「事業相 

  談委員会（仮称）」みたいな委員会にした 

  らどうだろう。 

２．例会の在り方について… 

  楽しい例会に、パスト会長の役割 

３．地域支援、国際奉仕活動の見直し… 

  効果・有効・無駄・継続性 

４．特別会計(ニコニコ箱）の役割と使用目的 

  の明確化 

５．高校生対象の奨学金制度の創設について 

６．一般会計の予算編成について 

７．青少年交流の推進について 

 

 

○会員組織増強 

会員増強委員会（委員長 塚本哲也） 

 昨年12/13の金曜日忘年会、という覚えやす

い日に下田会員に入会して頂き、今のところ会

員数は維持しておりますが、増強は苦戦してい

ます。現在退会希望者が１名おられますので、

会員の皆さんには新入会員の情報等がありまし

たら是非教えて頂きければと思います。 

 あと数カ月ではありますが、さらに努力して

いきますのでご協力宜しくお願いします。 

 

 

Ｒ情報委員会（委員長 和田栄司） 

 これまで、坂井会員、下田会員の入会前オリ

エンテーションを行いました。２月のＲＩ創立



にはいろいろご協力をお願いすると思いますが

宜しくお願い申し上げます。 

 

国際奉仕委員会（副委員長 永尾禎規） 

 方針は栞に書いてある通りで

ございます。奉仕プロジェクト

委員会、立山委員長のもと行っ

ておりますが、2013-2014年度

プログラムにのっとった第２回

目の家庭集会は、行っておりま

せん。２月、世界理解月間のところに卓話とあ

りますが、これは、先日、渡辺会長より、「世

界理解月間の卓話をして下さい。」との連絡が

ありましたので世界理解月間の卓話をさせて戴

きました。又、蛇足ですが、５月のところのプ

ログラムに、「クリーン人吉（人吉お城まつ

り）」と書いてありますが、これは、環境保全

委員会の間違いだと思いますので訂正よろしく

お願いいたします。 

 

環境保全委員会（委員長 小林祐介） 

 前回の協議会から委員会活動

を行っておりません。今後は、

３月28日(金)例会に外部卓話を

予定。講師は元副委員長の九州

電力㈱人吉営業所所長片岡氏に

お願いしております。 

  

地域発展委員会（委員長 北昌二郎） 

 今後の事業についてお知らせします。 

①事業名；地域発展功労者並びに団体表彰事業 

②団体名；「人吉幼児交通安全クラブ」 

      通称ムーミンクラブ 

③推薦理由；本年度の地域発展功労者表彰は、

「人吉幼児交通安全ムーミンクラブ」（以下

ムーミンクラブという）をノミネートさせてい

ただきたいと考えています。まずムーミンクラ

ブについてご紹介をさせていただきます。 

 ムーミンクラブは1979年（昭和54年）人吉青

年会議所主幹のもと、「人吉幼児交通安全クラ

ブ」として発足し、同年６月から「人吉幼児交

通安全ムーミンクラブ」として活動がはじまり

ました。当時の青年会議所は第21代有村隆徳理

事長でした。有村理事長から７年間を青年会議

所が主幹しましたが、その後人吉幼稚園連合会

に移管し、現在に至っております。当時を振り

返りますと、交通事故死者数は年間１万人を超

える社会問題となっており、交通事故死者数の

撲滅は喫緊の課題として取り組むものであった

ようです。爾来幼稚園連合会では、毎年幼稚園

を持ち回りで担当し、会長を中心として幼稚園

児の交通安全に対する意識づけ活動を行ってお

られます。毎年行われる交通安全合同会議にも

記念卓話は山賀パスト会長に

お願いしました。その他はま

だなにも行っていない状態で

す。手続要覧が本日配布され

ましたので今後当クラブの定

款・細則等を見直していきた

いと思います。 

 

職業分類委員会（委員長 外山博之） 

 方針計画は栞のとおりです。現在、予算

10,000円(委員会費）の支出はありません。これ

までの入会者は①坂井会員(NTT、H25.8月入会）

電気通信事業(通信事業）、②下田会員(大和一

酒造、H25.12月入会）焼酎製造(酒精飲料)の２

名となっています。 

 

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.H25年11月13日、下田氏入会について選考委

員会を開催し、審議の上、全員異議なく承認

し、直ちに理事会へ報告した。(前回のクラブ協

議会でS氏の入会についてと報告） 

 

○奉仕プロジェクト 

社会奉仕委員会（委員長 立山 茂） 

 多良木ライオンズクラブが南稜高校にレオク

ラブをつくりました。ロータリーのインターア

クトにあたるものです。春風マラソンでドナー

カード配布、五木村の植林など親会といっしょ

に活動するとありました。その後、出張した百

貨店では盲導犬の育成や履かなくなった靴を商

品券で買い取り、低開発国の子供たちに送る活

動をされています。 

 利益を追及する企業も若い人たちも今の日本

ではこんなに社会奉仕活動をしているんだと社

会奉仕委員長になって改めて感心しています。

ポリオと米山に代表されるロータリーの社会奉

仕活動はどうあるべきかを今考えるようになり

ました。 

 現在、人吉の抱えるゴミ減量のお手伝いがで

きないかと思っていますが、今から活動までは

出来ないので、情報提供で企業の意識改革をし

ていきたいと思います。 

 

職業奉仕委員会（委員 永尾禎規） 

 前回報告から委員会事業は行っておりません

が、４月に優良職員表彰と職場訪問例会を予定

しております。職場訪問例会は新しくなりまし

た人吉総合病院を予定しておりますので、多く

の方のご出席をお願いいたします。また、優良

職員表彰は近直ご案内いたしますので、多くの

方のご推薦をお願い申し上げます。委員の皆様



○クラブ広報 

クラブ広報委員会（委員長 馴田信治） 

 様々な情報ツールを活かし、

対外的理解を深めてもらい内外

情報交換の密度を高めるという

方針を揚げておりますが、何も

しない「後方委員長」のもと、

石蔵副委員長には毎例会の記録、そして間もな

くホームページの更新もやってもらうことに

なっております。また、会長に立ち上げていた

だいたフェイスブックも色々な情報発信をして

もらっており、会員の皆様にも是非ご覧いただ

きたいと思います。 

 

クラブ会報委員会（委員長 水野虎彦） 

 前回の協議会の席上で、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

申し上げました。現在は例会報

作成上大変良好な作業が進んで

おります。会員の皆様に感謝申

し上げます。予算の状況をご報告致します。 

 当クラブ会報委員会では栞にございますとお

り、委員会費・会報ファイル・クラブ会報印

刷・カメラ用電池の４項目で予算を計上してお

り、総予算額は400,000円でございます。それに

対し、平成26年１月の半期決算の支出では、会

報ファイルの購入、及び印刷代で197,768円を支

出致しております。予算の約半分弱の支出です

ので、極めて順調かつ健全であることをご報告

申し上げます。 

 クラブ会報委員会におきまして、まだ本年

度、家庭集会を開催しておりません。懸案と

なっておりますが、クラブ広報委員会や、雑誌

委員会の関連した常設委員会と委員会メンバー

が重複しておりますので、３委員会合同で開催

するのが望ましいいと存じます。速やかに調整

した上で開催できればと思います。馴田委員長

とお打合せの上実施したいと思います。宜しく

お願い申し上げます。 

 

雑誌委員会（副委員長 浦田繁喜） 

 「ロータリーの友」で印象に残った記事を、

雑誌委員会の委員と、新しく入会された会員の

方に、自分の考えや感想を交えて紹介していた

だいています。 

 

○ロータリー財団 

ロータリー財団委員会（委員長 延岡研一） 

 財団寄付は年間目標が一人150ドル、日本円で

概略計算しますとクラブとしての目標額は約100

万円になります。寄付額は2月末現在で約54万円

ですので、目標まで46万円です。 

ムーミンクラブとして参加要

請があることから、社会的な

認知度もあると考えます。

1979年発足から本年で３５年

を迎えるムーミンクラブを是

非本年度の功労団体として推

薦するものであります。 

④表彰までのスケジュール 

１．表彰を5/16若しくは30日を考えています。

できたら人吉警察所から交通安全卓話もできな

いかを考えています。 

２．現在は青井幼稚園が担当しています。しか

しその任期は本年３月までで、表彰のときは新

しい会長になっていますので、旧会長と新役員

さんなどに声かけたいと思っています。 

 例年２団体の表彰を行っていますが、１団体

とし、交通安全に役立てていただけるような商

品を別に送りたいと考えています。 

 

○新世代 

新世代委員会（委員長 馬場貞至） 

 人吉市青少年育成市民会議へ参加（２回） 

 人吉市の補助金の削減により活動がやり辛く

なっていることから、新世代の予算で少しでも

補助ができればと思いました。次年度委員長に

申し送りをしたいと思います。 

 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支援をした。 

 ９月の例会でラスカーラ･オペラ代表岩本貴文

氏、数名にお願いして卓話及び歌を歌って頂い

た。 

 

ローターアクト委員会（委員長 安達玄一） 

 現在のローターアクト会員は当初の12名から

立山会員の結婚退会により11名で活動していま

す。なお６月のアクト研修会で３名の退会予定

がありますので当面の活動目標は会員増強にな

ると思います。12月にはロータリー家族月間に

ロータリアンとの清掃活動が初めて行われまし

た。沢山のご参加有難うございました。 

 毎月２回の例会と他アクトクラブとの交流も

ビックリする程、活発に行われていて人吉ロー

ターアクトクラブは注目されているようです。

昨晩は人吉スターレーンにてチャリティーボウ

リング大会と親睦会として、うちの娘を交えて

カラオケ大会も行われ楽しい時間を過ごしまし

た。様子はFBにも広報しています。3月の地区大

会にはアクトもお手伝いに参加します。最後に

会員の皆さんにお願いですが職場や知り合いに

アクトに推薦したい若者がいましたら見学から

でもご紹介頂きますようお願いいたします。 

 

 



会長エレクト研修セミナー ＰＥＴＳ 

（Presidents-Elect Training Seminar）  

ガバナーエレクトが、ガバナーと協力して

実施する、次年度のクラブ会長全員のため

の研修、教育プログラムのことです。ガバ

ナー補佐、地区研修リーダーも参加となり

ます。 このセミナーは毎年、なるべく2

月、または3月中に行うようにと奨励されて

います。 

 

ＩＭ（Intercity Meeting）  

インターシティーミーティング。グルー

プ、分区単位で、ガバナー補佐が主催して

開かれることが多いようです。テーマは

ロータリーのこと、そして一般社会のこと

で、そのときに話題になっていること、考

えなければならない問題点など、多岐にわ

たります。形式も講演、フォーラムなどい

ろいろあります。この会合では、知識を広

め深めるとともに、グループ、分区内の会

員の親睦も重要な目的ですから、懇親会も

併せて開催されます。   
 

『ロータリーの友』2003年11月号 

「新会員ノート」から 

  

 100万ドルの食事もあります

が、今後は特別寄付と財団カード

寄付が頼りです。進学・就職シー

ズンですのでお祝いの寄付をよろ

しくお願いします。 

 地区補助金の申請については、次年度で検討

中と伺っております。行う場合は３月中に計画

書の提出となっておりますのでご確認くださ

い。 

 

米山記念奨学委員会（副委員長 赤池利光） 

 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

順調に集まっているようです。

委員会は今月まで、方針・計画

に基づき活動してまいりまし

た。 

１．9月27日 

 「ロータリー米山記念奨学事業のいま」とい 

 うビデオ放映を実施。 

２．10月11日  

 米山小学生招待事業を実施。 

 熊本りんどうＲＣが世話クラブとなっている 

 中国の諸学生、羅式鈺さんと河合伯政カウン 

 セラーを招待しました。 

３．10月18日  

 9月28日に熊本で開催されました米山セミナー 

 報告（石蔵会員）と米山月間卓話（宮原委員 

 長）を実施。 

 以上が米山記念奨学委員会の活動経過です。   

 ３月４月は卒業、入学などのお祝いシーズン

です。嬉しい出来事がございましたら、ぜひ米

山記念奨学会へのご寄付をお願い致します。 

 

         閉  会 

  

 

 

 

 

地区研修･協議会 

毎年1回、地区内全クラブの次期会長、幹

事、委員長などの国際ロータリー（ＲＩ） 

理事会が指名した、次期クラブ指導者が集

まる知識・情報交換の場です。 

国際協議会（2月15日より前に開催されるこ

とになっています）の後で、国際大会の日

程と重ならないような日を選んで、なるべ

く3月、4月、5月中に開催することになって

います。 

  ３月例会と３月-４月行事予定 

 

 ３月   ７日(金) 通常例会 

        ヘルスサポート卓話 

 ３月１４日(金) 通常例会 

 ３月２１日(金) 例会取止め  

 ３月２８日(金) 通常例会 

         環境保全卓話 

         九州電力㈱片岡忠雄様   
 

 

  3月１５日(土）～１６日(日) 

    地区大会（人吉市）     

  ３月２１日(金)～２２日(土) 

    会長エレクト研修セミナー（大分市）          

  ３月２２日(土)  

    中津ＲＣ６０周年 

  ４月５日(土)  

    熊本第６グループＩＭ 水俣市 

  ４月６日(日) 

    地区研修･協議会（大分市）     

  ４月１９日(土) 

    熊本東南ＲＣ３０周年 

   

 

   

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ  Ｒ情報委員会 


