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2 0 1 4 年 7月 1 1日 

第  2  回  例  会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 石蔵尚之委員長 

 

点 鐘       鳥井正徳会長     
 
歌 唱   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 

           国 歌 「君が代」 

           Ｒ Ｓ 「我等の生業」 
 
司会・進行  水野虎彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  
 
来訪者紹介 鳥井正徳会長 
 
            多良木ロータリークラブ 

            会 長    多武 孝治 様 

                    幹 事    東 邦治  様 

                   直前会長  小林 智 様 

                 前幹事   秋山二三幸様 

 

 

 

 

     会長 鳥井正徳 
 

 人吉ＲＣの本年度の活動

目標、活動の重点について

お 話 し し ま す。2014 年 ～

2015年度の国際ＲＣのテー

マは、「ロータリーに輝き

を！」です。ゲイリーＣ．

Ｋ．ホワン会長は、ロータ

リアンとしての誇りを持って、会員増強、ロー

タリー財団への寄付、ロータリーデーの開催に

努めましょうと推奨されています。これを受け

て、小山康直2720地区カバナーは、地区スロー

ガンに「ロータリーを学び直し、新たな第一歩

を踏み出そう。」と掲げられ、ここでもう一度

ロータリーを学び直しましょう。ＩＴ化を推進

しましょう。ロータリーデーを開催しましょ

う。会員増強に努めましょうと呼びかけられて

います。 

 そこで私は、今年度の人吉ＲＣの活動目標を 

「誇りとチームワークで、ロータリーを楽し

もう。」と設定し、ご協力を仰ぐことといた

しました。平凡かもしれませんが、３つの願

いがございます。 

○ロータリアンとしての誇りは、ロータリー 

 活動を価値あるものと思うことであると言 

 われています。この誇りは、私たちの奉仕 

 活動が地域社会、国際社会に役に立ってい 

 ると実感する中に生まれると思います。 

○そのためには、会員相互の連携と団結が欠 

 かせない、それがチームワークであると思 

 います。 

○ただ資金や補助金を提供するだけでなく諸 

 活動が自らの成長に役に立っていることを 

 感じる楽しいものでありたいと思います。 

 既に、各委員会で、いろいろなお取り組み

が計画されていることに感謝を申し上げま

す。各委員会と連携しながら、私は大きな柱

として、次のことを上げたいと思います。 

○例会を更に充実し楽しい会にしたい。 

○地域支援、社会奉仕の更なる推進を。 

 特に青少年育成事業については、具体的に 

 取り組みたい。 

○Ｒ１からも強く求められている「ロータ 

 リーデー」の開催を。会員の積極的な参加 

 によるロータリーデーを。 

○組織を上げての会員増強の推進 

○その他 ロータリー財団地区補助金の活用 

 や、慶山ＲＣ創立40周年への参加。60周年 

 事業を見据えた取り組みなどなど 

 

 会員の皆様のご協力を得て、いくらかでも

達成・実現できたらと思っています。よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

        第１回  クラブ協議会 前半   



    幹事 有馬宏昭 

 
 
【連絡事項】     

①Ｕ－13「きじ馬カップ」サッカー大会の後 

 援並びに協賛について依頼書が届いていま 

 す。 

 日程:8/2(土)～8/3(日)場所:梢山グランド 

 他 →青少年育成委員会へ  

②人吉市青少年育成市民会議総会資料が届いてい 

 ます。→青少年育成委員会へ                  

③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、H26.8/16（土）6:00～7:00   

 →環境保全委員会へ    

④熊本県広告景観向上推進協議会より平成26年度 

 総会議案に対する意見書及び景観賞募集のリー 

 フレットが届いています。→環境保全委員会へ 

⑤人吉市自衛隊協力会理事会報告書が届いていま 

 す。 →鳥井会長へ    

【回覧物】     

①荒尾ＲＣ週報 

②チラシ「装飾古墳館長と歩く古代への道～初夏～」 

【例会変更・取止め】    

熊本東南RC7/16→新年度家族会のため18:30～ 

             熊本ホテルキャッスル 

 〃   7/30→取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

宇土RC   7/30→取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

八代南RC 7/29→取止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

 

【来訪者あいさつ】 

 多良木ロータリークラブ多武会長、東幹事、小

林直前会長、秋山前幹事、ご来訪ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 鳥井正徳会長より会長就任記念として、有馬宏

昭幹事より幹事就任記念として、Ｒ財団、米山記

念奨学会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  副委員長 原田知一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前年度井手富浩 幹事へ 

 感謝の記念品と花束の贈呈 

  

 

 

 

 

 

【親睦委員会】      委員長 下田文仁 

【地区より】    

 中川貴夫会員より、「会員増強・拡大委員会セ

ミナー」のお礼と、「ＲＬＩ地区研修リーダー委

員会」の報告がありました。 

  

７月の誕生祝い  

 北 昌二郎会員 10日    

 増田 力会員  23日    

 鳥井正徳会員   23日  

 齊藤日早子会員 27日 

 

 

７月４日出席率 

会   員   数   64名   78.00% 

出 席 免 除  6名 6 / 2 0 出席率 75.86％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 14名 

出 席 者 数  45名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 村山・渡辺・有村・本田・大久保・北・堀川・尾上 

       齊藤・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

＊メークアップ  

 宇城ＲＣ10周年；鳥井 

 人吉ＲＡＣ例会；武末  地区ＲＬＩ研修；中川 

 天草中央ＲＣ30周年；井手・渡辺 

 次年度委員会；安達・赤池・有村・青木・有馬・浅野・齊藤・武末 

本日の出席率 

会   員   数   64名   82.75% 

出 席 免 除  6名 6 / 2 7 出席率 77.97％ 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 13名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 馬場・葉山・井手・石蔵・川越・宮山・中村 

       尾方・岡・尾上・外山・上田・漆野 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

＊メークアップ  

 クリーン人吉；大野・下田・堤脩・和田・山賀・山口 

 宇城ＲＣ10周年；赤池・岩本・伊久美・中川・渡辺・井手 

         中島・浦田 



【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

    ７月 第２例会 のご案内 

日時； ７月２４日（木）19時３０分～ 

例会； ひまわり亭 

内容； 松原会長より 

「人吉RACの目標と自己紹介」 

 ７時から食事ができるようにしています。 

  メークアップになります。多くの参加をお待ち

しています。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・多良木RC多武孝浩会長 一年間よろしくお願い 

 します。               

・多良木RC東邦治幹事 本年度どうぞよろしくお 

 願い致します。            

・多良木RC小林智直前会長 一年間お世話になり 

 ました。               

・多良木RC秋山二三幸前幹事 一年間有り難うご 

 ざいます。               

・井手前幹事 記念品及花束まことにありがとう 

 ございました。あらためまして昨年度一年間皆 

 様に大変お世話になり感謝申し上げます。 

・伊久美会員 多良木RCの小林前会長、秋山前幹 

 事、一年間ご苦労様でした。多武会長、東幹 

 事、今年１年間よろしくお願いいたします。 

                     

・岩本会員 鳥井丸が楽しい航海でありますよう 

 祈念して…。              

・鳥井会長 多良木ロータリークラブの会長さん 

 はじめ４名もおいでいただき有難うございま 

 す。本年度もよろしくお願い致します。  

・有馬幹事 多良木ＲＣの多武会長、東副会長兼 

 幹事、直前会長小林様、前幹事秋山様、ご来訪 

 ありがとうございます。         

・延岡会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間よろし 

 くお願いします。多良木ＲＣ多武会長はじめ皆 

 様ようこそお出で下さいました。東副会長、幹 

 事でもあり大変でしょうが、来年に向け一緒に 

 頑張っていきましょう。         

・７月誕生スマイル４名          

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会員 同上             

 

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 多良木ＲＣの小林前会長、秋山前幹 

 事、一年間お疲れさまでした。多武会長、東幹 

 事、頑張ってください。         

 

      

     点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

 

          第１回 

      クラブ協議会 前半 

 

 

・人吉ＲＣ戦略計画委員会 
委員長）延岡研一 副）片岡啓一 

 委員）伊久美寛志・赤池利光 

    浦田繁喜・中川貴夫  

    渡辺洋文・塚本哲也・漆野智康 

方針 

 国際ﾛｰﾀﾘｰのﾛｰﾀﾘｰ戦略計画の３つの優先事項 

   ・クラブのサポートと強化 

   ・人道的奉仕の重点化と増加 

   ・公共イメージと認知度の向上 

を踏まえて、下記事項に重点をおいて取り組んで

いきたい。 

 ①財政全般に関する事項  

 ②ロータリー財団地区資金の活用 

 ③ロータリー歴の浅い人の活性化 

 ④次年度及び60周年に向けての概略計画の組み 

  立て 

 ⑤各委員会の相談役 

計画 

 ・定期的（月１回）は委員会の開催 

 ・必要に応じた随時の開催 

予算 委員費10,000円 
 

・クラブ運営委員会  
委員長）延岡研一 副）水野虎彦 

方針；委員には、本日これから発表して頂きます

皆様です。各委員会が独自に知恵を絞って取り組

むことは当然大切です。その上で「出席率を高め

るにはどんな例会がいいの」「親睦を深めるため

に何をしようか」「みんなにとって興味を引く卓

話ってどんなの」「こんな卓話プログラムならニ

コニコもばっちり」、などなど五つの委員会が意

見を出し合ってより魅力的な例会でありロータ

リーにしていければいいでしょう。そしてそれは

この五つの委員会の連携のみでうまくいくもので

はありません。会員増強、奉仕プロジェクト、青

少年、ロータリー財団の各委員会との連携が何よ

り大切ですので、宜しくお願い致します。 

 

・Ｒ情報委員会 
委員長）中川貴夫 副）片岡啓一 

 委員）堤脩・赤池利光・浦田繁喜 

1.方 針 

①ロータリーの会員に対して、ロータリーの歴 



  史、目的、活動状況、国際ロータリーなど情報 

 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会 

 員の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。地区からの情 

 報をクラブに流す。 

2.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（担当 中川）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１名指 

 名する。 

②新会員の為の情報集会を行う。(担当 中川) 

1.ロータリー理解推進月間  (1月 担当片岡会員） 

2.国際ロータリー創立記念日(2月 担当浦田会員) 

3.人吉ロータリー創立記念日(5月 担当赤池会員) 

③例会での三分間Ｒ情報提供の機会を出来るだけ 

 行う。 

 会報へのR知識の掲載。(担当 堤脩会員） 

3.予 算  

資料代5.000円、委員会費5.000円 

予定；家庭集会９月、 新会員情報集会１１月 

 

・親睦委員会 
委員長）下田文仁  副）北昌二郎 

 委員）愛甲康・岩井和彦・漆野智康 

    大野啓介 

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、親睦の輪を広げ、クラブの繁栄

に努める。 

計画 

①５大親睦活動 

  新旧理事役員歓送迎会 7/4（担当：下田） 

  納涼家族会 8/22（担当：北・大野） 

  忘年会 12/19（担当：漆野・下田） 

  新年会 1/9（担当：岩井・愛甲） 

  賀寿会 6/5（担当：下田・北） 

②誕生・結婚祝い（毎月） 委員全員で行う 

③ゴルフ愛好会総会（7/13） 

  ５ＲＣ合同コンペ 

④夫人の集い 

 会長夫人、幹事夫人 

予算 昨年と同じ 

 

・ＳＡＡ 
委員長）山田仁法  副）安達玄一 

 委員）大賀睦朗・堀川匠太・村田武澄 

方針 

人吉ロータリークラブは県下２番目に創立された

５８年もの由緒あるクラブです。その間、先輩の

方々の努力と研鑽によって現在の気品と風紀ある

クラブを造り上げてこられました。当委員会はこ

れらの気風を受け継ぎながら会員相互の絆と友情

を深める場としての例会場設営に心掛けます。ま

た来訪者には心より接し、「人吉ロータリークラ

ブの例会を訪問して良かった」と言われるような

例会雰囲気づくりにも努力します。会員の皆様も

ご協力よろしくお願いします。 

計画 

①例会時の私語（大きいとき）に気付いた時、近 

 くのＳＡＡは遠慮することなく勇気をもって注 

 意を促し、例会の静粛を保つようにする。 

 （プラカードを使用する場合があります） 

②来訪者の席には、同じまたは関連する職業の会 

 員に同席していただくようにする。 

③先輩会員と新しい会員を同席にし、学びと親睦 

 の場にする。 

④ＳＡＡは例会開始４５分前に集合して会場設営 

 をする。設営にあたっては事前に会長、幹事と 

 打ち合わせをする。また、他の委員会からの要 

 請があればそれに合わせる。 

⑤例会時に使用する音響、映像機器の取り扱い 

 方、ロータリーソング斉唱時のタクトの振り方 

 などの練習を年当初に実施する。ソングリー 

 ダーは月当番でする。 

※会長の時間・報告・卓話時に静かにしていただ

くようお願いします。 

予算は昨年通りの100,000円です。 

 

・プログラム委員会 
委員長）水野虎彦 副）戸高克彦 

 委員）葉山稔洋・本田節・齊藤日早子 

方針 

会長、幹事の基本方針「誇りとチームワークで 

ロータリーを楽しもう」の方針を基本に考え、和 

やかな例会と節度ある例会の融合を目指します。 

計画： 

① 例会プログラムの作成 

② 外部卓話・新会員卓話・内部卓話の実施 

  外部卓話には、25分～30分の余裕をもった時間 

  配分を行う。 特に内部卓話には、会員歴の浅 

  い会員にも過去の人吉ロータリークラブを知っ 

   てもらう為にもパスト会長の卓話を企画する。 

③ 公式行事、特別行事の活動報告 

④ 余裕をもった例会プログラムを計画し、例会中 

   の私語を軽減する為にも、会員相互の会話の時 

   間を食事の時間に充てる等工夫する。 

⑤ 例会時間を変更し、夜の例会を年に２回程企画 

   する。 

 

・ニコニコ箱委員会 
委員長）平田フク 副）伊久美寛志 

 委員）武末憲一・岩本泰典・馬場貞至 

方針 

・今年度のスマイルは200万円を目標とする。 

・スマイル委員のテーブルを明確にする。 

・会員へ自主的な協力をお願いする。 

計画 



 ①. 全員スマイルは年６回とする。  

  第一例会、納涼家族会、忘年会、新年会 

  ＲＩ創立記念日、クラブ創立記念日 

②.会員の結婚祝い誕生祝いは各1000円のスマイル 

  をいただきます。 

③.早朝例会欠席者は1000円のごめんねカードをい 

   ただきます。 

④.発表は交替で担当する。 

予算 

 委員会費10,000    

 ビジターへの記念品25,000 

 

・出席委員会 
委員長）村山能史  副）原田知一郎 

 委員）馴田信治・中村太郎・上田一精 

方針 

例会出席率の向上、及び無届け欠席をなくす様に

周知徹底する。 

計画 

①出席率の向上は出席委員会だけの問題ではない 

 ので、各委員会と協力し取り組む。 

②無届け欠席については、無駄な経費の削減にも 

 つながるので徹底していきたい。 

③欠席の届けは当日の１０時３０分までとなって 

 いるが、急用のため出席できない場合１０時以 

 降であっても必ず連絡をしてもらうように呼び 

 かける。 

予算 

 出席率100％達成者表彰 50,000   

 委員会費10,000    

 

・会員組織増強委員会 
委員長）有村隆徳  副）塚本哲也 

 委員）外山博之・尾方芳樹・中島博之 

方針 

すべての組織体は常に新入会員の増強に力を入れ

なければ自然に会員が減少していくものです。

ロータリークラブも一つの組織体であるため、会

員増強を図らなければ発展はないと思っていま

す。    

計画 

①７０名の会員数を目標にしたいと思います。 

②ロータリークラブの入会は、現会員からの紹介 

 が最も有効で多いと伺っています。会員になり 

 そうな方の情報、推薦をお願いします。 

③職業分類表の空白欄を参考にしながら増強を目 

 指したいと思います。 

予算 

委員会費10,000    

 

・職業分類委員会 
委員長）浅野 強  副）大久保勝人 

 委員）高山征治・山口令二・山賀勝彦 

方針 

1.同一業種１０％を原則としたルールに従い適 

  切・妥当な職業分類を行い、クラブの発展と充 

  実を図る。 

2.被推薦者の職業分類は委員会を開催し適切に行 

  う。 

計画 

1.既存会員の職業分類を再検討し、必要により見 

  直し修正を理事会と協議する。 

2.新入会員に対し既存会員の業種情報を提供し、 

  新会員と既存会員の橋渡しを行い、お互いの理 

  解を深め、新入会員の定着率の向上を図る。 

3.未充填職業分類を周知し会員選考委員会、会員 

  増強委員会と協力して、クラブの発展に努め 

  る。 

クラブ細則で毎年できるだけ早く遅くとも8月30日

以前に地域社会の職業分類調査を行い、充填未充

填職業分類を作成しなければならないとありま

す。今回は、調査が間に合いませんでしたので、

そのまま栞に載せていますので、再度調査して改

訂版を作成し配りたいと思います。会員の方の職

業分類調査を行いますので協力お願いします。

10％ルールを活かして実業にあった分類にされて

はと思います。 

予算は前年同様委員会費として１万円を計上 

 

・会員選考委員会 
委員長）堤正博  副）小林清市 

 委員）釜田元嘉・宮原和広 

 

 委員の皆様は皆会長経験者でベテラン揃いです

ので心強い思いです。選考委員会は増強委員会よ

り推薦がありました候補者を人吉RCへ入会しても

らって良い人物かどうかを委員会を開き検討する

委員会です。会員増強は大切なことですが、誰で

もいいという問題ではありません。ぜひロータ

リーに入会していただきたい立派な方々をたくさ

ん推薦していただきたいと思います。家庭集会を2

回ほど計画したいと思います。 

方針 

会員に推薦された候補者を個人的な面から検討し

て、その人格、職業上及び社会的地位並びに一般

的な適格性を徹底的に調査する。 

計画 

○厳正公正な選考を行う 

○会員増強委員会職業分類委員会との連携をとる 

○その都度委員会を開催し、結果をすみやかに理

事会に報告する 

予算 委員会費7,000円  

  

 

・クラブ広報委員会 
委員長）和田栄司  副）宮山 惇 

 委員）友永和宏・渡辺洋文・丸尾孜 

①年度初めに会長以下執行部と共に、諸官庁及び 

 報道機関に表敬訪問を行う。 



  これは去る7月４日に会長以下5名の会員と共に

実施いたしました。 

②各委員会の活動内容を把握し、広報に努める。 

③報道記載記事や活動状況などを記録として保存 

 する。 

④ホームページの管理及び更新をする。 

⑤紙のデータを電子記録のデータへと変換する。 

 これには予算を30,000円ほど組んでいただき、

渡辺パスト会長のご協力もと進めていきたいと

思っています。 

 会長が考えておられる、地元にロータリークラ

ブを理解してもらうために何か考える。 

 健康・つくしいばら・サイクリングロード・お

祭り、をキーワードに実行できればと考えており

ます。 

 

・雑誌委員会 
委員長）板井英朗  副）川越公弘 

 委員）岡啓嗣郎・尾上暢浩・青木一幸 
 

 任務として、この雑誌委員会は、ロータリアン

誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催

し、クラブ例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡

単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用す

ることを奨励し、ロータリアンではない講演者に

雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校その他の図書

館閲覧室のために、国際奉仕、並びにその他の特

別購読を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌

編者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を

本クラブ会員及びロータリアン以外の人々に役立

てるものとする。 

方針 

ロータリアン誌に対する会員の関心を喚起し、

ロータリアン以外の人達にも、雑誌等を活用し

て、ロータリアン活動を理解して貰うよう務め

る。 

計画 

1.「ロータリーの友」の見所紹介を実施する。 

 ※特に印象に残った記事等を感想を交えて紹介 

  する。 

 （主に入会３年未満の会員を紹介者とする） 

2.ロータリアンだけではない講演者にロータリー 

 活動を広く認識していただくため、公共的な場 

 所に「ロータリーの友」を配布する。 

3.関係委員会と良く相談しながら、広報宣伝活動 

 を行う。 

 

・クラブ会報委員会 
委員長）石蔵尚之  副）井手富浩 

 委員）小林祐介・永尾禎規 
  
 前年度副委員長を務めさせていただ

きましたが、委員長におまかせするばかりでした

のでその反省を踏まえて今年度１年間、精一杯取

り組みます。経験が浅く不安ばかりですが、副委

員長に井手会員、委員に小林祐介会員、永尾会員

とベテランの皆さんが揃っておられます。よくご

相談申し上げながら進んで参ります。 

 方針は、これまでと同様、会報とは例会の議事

録、クラブの活動記録を目的としており他クラブ

へ情報を発信する媒体でもあります。議事録とし

ての内容や、読みやすい横組み２段のレイアウト

につきましては定評がありますので、誤字脱字の

ないよう気を付けながらこれを踏襲して参りま

す。また、クラブ広報、Ｒ情報をはじめ各委員会

とも連携し会員に役立つ情報の提供に努めて参り

ます。 

 活動計画と致しましては、まず正確な記録と会

報作成の効率化のため、皆さんには原稿などは紙

でなくできるだけメールなどを用いてデータ化し

たものを頂けますお願い致します。外部卓話の方

には、卓話を依頼される会員の方から原稿提出を

お願いして下さい。その他はボイスレコーダーを

用いて正確を期します。 

 また、会報を綴じるためのファイルを皆さんに

配布致しますが、用いられる方とそうでない方が

おられるようなので、経費削減の観点からも希望

者への配布とさせていただきますのでご理解下さ

い。 

 なお、会報の表題にあります「The Hitoyoshi 

Rotary」の書体を今年度は変更する予定です。こ

れは認証状から転載したものだと思われ、その重

みも感じられますが、ひと目でわかりやすいもの

に変えてみたいと思います。そのほか、前年度の

水野委員長から使いにくいとのご指摘と改善のご

提言がありました記録用のカメラにつきまして

は、中古品が無償で見つかりましたのでこれを使

用して参ります。 

 最後になりましたが初めての委員長ということ

で理解が足りないところも多々ありますが、１年

間、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

          閉 会 

 

 

  ********* 今後の例会予定 ********* 

 

    ７/30(水)ガバナー公式訪問例会 

        鍋屋本館  点鐘12：30 
 
    ８/1(金) →7/30(水）に例会変更 
    
    ８/８(金)夕方例会 

      例 会（２階）18：30～ 

      親睦会(ビアガーデン）19：00～ 
 
    ８/１５(金)例会取止め 
 
    ８/２２(金)納涼家族会 

        例 会 18：30～ 

        納涼祭 19：00～ 


