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2 0 1 4 年 7月 1 8日 

第  3  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 安達玄一副委員長 

           国 歌 「君が代」 

           Ｒ Ｓ 「それでこそロータリー」 
 
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 
 
   熊本第６グループガバナー補佐 坂口英雄 様 

            

  水俣ロータリークラブ 

             会 長 一期崎 智太郎 様 

                     幹 事    君島 徳昭  様 

                    

 

     会長 鳥井正徳 
 

 猛暑の夏がやってきました。昨日は、球磨Ｃ

Ｃに救急車が呼ばれたという情報を耳にしまし

た。お互い熱中症など健康には十分注意したい

と思います。 

 ところで、１３日（日）には、ゴルフ愛好会

の取り切り戦と総会に参加いたしました。多く

の会員参加のもと、心配された雨もプレイには

支障もなく、和気あいあいの楽しいプレイで、

締めくくることができました。お世話いただい

た村山前親睦委員長、北親睦副委員長さんはじ

め会員の皆様に厚くお礼申し上げます。プレイ

後の総会では、今後の愛好会のあり方について

活発なご意見をいただきました。世話人として

北親睦副委員長をチーフに、水野会員、塚本会

員、漆野会員にお願いすることにいたしまし

た。総勢４０名の新しいスタートです。会員の

皆さまのご支援を宜しくお願いいたします。 

 ところで、小山康直地区ガバナーの地区ス

ローガン「ロータリーを学び直し、新たな第一

歩を」を受けまして、先週の例会で、例会の活

性化を重点事項に上げていましたが、具体的

な取り組みを２つお願いしたいと思います。 

○先週のクラブ協議会で、水野プログラム委  

 員長から提案いただいた「内部卓話にパス 

 ト会長の卓話を」についてです。私もこの 

 パスト会長の卓話を是非お願いしたいと思 

 います。この卓話の充実により、会員歴の 

 浅い会員さんに人吉ＲＣをもっと知っても 

 らったり、会社や企業運営の喜怒哀楽を学 

 んでもらうなど、例会の楽しみにも繋がる 

 と思います。「パスト会長の卓話の泉」と 

 でも名前を付けたらと思います。プログラ 

 ム委員会の取り組みに期待しています。 

○会員相互の連携を図るには、気軽にコミュ  

 ニケーションする場が必要と思います。そ 

 の場所を後方の一角に設けたらと思いま 

 す。テーブルと椅子を置くだけですが、例 

 会の前後３０分委員会の打ち合わせなどに 

 活用していただいたらと思います。「人吉 

 ＲＣコミュニケーションテーブル」とでも 

 したらと思います。 

 例会の活性化のため２つのことをお願い

し、会長の時間を終わります。 

 
 
  幹事 有馬宏昭 
 

【連絡事項】   

①公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ 

 り2014年度上期普通寄付金のお願いが届い 

 ています。〇米山功労クラブ感謝状が届い 

 ています。今回は11回目です。100万円を超 

 えるごとの表彰です。〇米山功労者第３回 

 マルチプルで浦田繁喜会員が表彰です。  

②2720地区小山康直ガバナーより〇グローバ 

 ル補助金プロジェクトチームメンバー募集 

 の案内が届いています。掲示します。〇ガ 

        第１回  クラブ協議会 後半   



 バナーノミニー候補者推薦についての案内が届 

 いています。（野田三郎ガバナーエレクトの次 

 の方）提出期限は９/５（金）ガバナー事務局ガ 

 バナー指名委員会宛です。   

③2720地区長縄地区幹事より「新年度を迎えて」 

 の挨拶文が届いています。 

 (掲示板に掲示します） 

④2720地区前田眞実職業奉仕部門長より職業奉仕 

 セミナー(熊本会場)の案内が届いています。 

 日時：９/１３(土)13:00～アスパル富合にて開 

 催されます。→浦田職業奉仕委員長へ  

⑤人吉市暴力追放協議会尾方芳樹会長より平成26 

 年度人吉市暴力追放協議会総会の案内が届いて 

 います。日時：７/３１(木)15:00～人吉警察署 

 ３階にて開催されます。→鳥井会長へ  

⑥人吉中央ＲＣより「ガバナー公式訪問３クラブ 

 合同例会」の案内が届いています。  

 日時：７月３０日(水)昼食11:30～例会12:30～  

 例会後記念撮影 場所：鍋屋本館２Ｆ  

 ネクタイ・バッチ着用。駐車場はあゆの里駐車  

 場が利用できます。    

【回覧物】     

 玉名中央ＲＣ週報 回覧します。  

【例会変更・取止め】    

 8/12熊本西.8/14熊本西南.8/15熊本中央 

 →クラブ定款に基づく取止め（掲示します） 

  

【来訪者あいさつ】 

    熊本第６グループ坂口英雄ガバナー補佐 

 このたびガバナー補佐を仰せつかり

ました人吉中央ＲＣの坂口でございま

す。いよいよ新年度が始まり、このよ

うな大役を頂き身の引き締まる思いで

ございます。皆様方のご協力どうぞ宜

しくお願いいたします。 

 ガバナー補佐の役目というのは、ＲＩ会長テー

マを受けてガバナーが年間基本計画を出されま

す、それを各クラブの年間プログラムに反映させ

て頂き、クラブ運営がスムーズにいくように、

又、目的が達成されるように助言をし、問題があ

ればガバナーの意を受けて適切な対応を講じる、

というものの様でございます。ＲＩ会長のテーマ

「ロータリーに輝きを」の中の活動方針の中に、

地域への奉仕活動を目的とした「ロータリーデー

の開設」というものがあり、当クラブにおかれま

しても年間計画の中に「ロータリーデー」を理事

会において決定して頂き、地域社会への奉仕の日

として活動して頂きますようよろしくお願いいた

します。又、ガバナー公式訪問が早速７月30日に

予定されております。会長、幹事さんにおかれま

しては、新年度が始まったばかりで勝手がまだ良

くわからない中での行事だと思いますが宜しくお

願いします。それから、ガバナー補佐の先見事項

としてＩＭの実施がございます。このＩＭに関し

てはガバナー補佐が勝手に、する、しないを決め

られないものの様でございます。ガバナーが開催

する意向であるならば必ず実施しなければならな

いものの様です。それで最近は地区大会の後に開

催される例が多かった様ですが、今年は早く年内

に、出来れば11月にやってしまおうと思っており

ます。一応予定でございますから変更があるかも

しれませんし、具体的に何かが決まっておるわけ

でもありません。とにかく日程だけを決めてそこ

に向かって進んでいきたいと思っております。こ

ちらも多くの皆さんの参加を宜しくお願いいたし

ます。微力ではございますが一年間精一杯務めさ

せて頂きますので宜しくお願い申し上げます。 

 

      水俣ロータリークラブ 

    一期崎智太郎会長 君島徳昭幹事 

 

 

 

 

 
    
     ご来訪ありがとうございました。 

 

 米山功労者感謝状 

    贈 呈 

  第３回マルチプル 

     浦田繁喜会員 

 

 

【タイアカ族「夢の家」支援事業報告】 

             直前会長 渡辺洋文 

 タイ.チェンライＲＣの原田義之会長より、人吉

ロータリークラブが支援したアカ族「夢の家」雨

除け廊下増設工事の最終事業報告が届きました。

タイ語で書いてあるのですが、工事の領収書と工

事の工程写真が綴ってあります。皆さんのテーブ

ルに回しますのでご覧ください。以上です。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・熊本第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ坂口英雄ガバナー補佐 ガバ 

 ナー補佐として１年間まじめに努めます。宜し 

 くお願いします。            

・水俣ＲＣ一期崎会長 本年度会長をさせて頂き 

 ます。一年間宜しくお願い致します。   

・水俣ＲＣ君島幹事 一年間宜しくお願いしま 

 す。                  

・鳥井会長 坂口ガバナー補佐、水俣ロータリー 

 クラブの一期崎会長君島幹事、ご来訪有りがと 

 うございます。よろしくお願い致します。 

・有馬幹事 ○坂口ガバナー補佐、一期崎会長・ 

 君島幹事、ご来訪ありがとうございます。一年 

 間どうぞ宜しくお願い申し上げます。○浦田パ 

 スト会長米山功労者の表彰おめでとうございま 

 す。                  



【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 坂口ガバナー補佐、水俣ＲＣ一期崎 

 会長・君島幹事ようこそいらっしゃいました。 

 宜しくお願いいたします。        

 

       点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

          第１回 

      クラブ協議会 後半 

 

・奉仕プロジェクト 
委員長）鳥井正徳 副）有馬宏昭 

1.方針 

  奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕・社会奉 

  仕・環境奉仕・地域発展・青少年育成・ロー 

 ターアクト・国際奉仕・米山記念奨学の９委員 

 で構成されます。夫々の委員会は地元地域社会 

 及び他国の地域社会に於いて、どのようなプロ

ジェクトが 求められているかを調べ、新しい奉仕

活動を計画 し、協力しながら推進する。従来から

ある既存のイベントや奉仕活動に、単に乗っかる

のではなく、人吉ロータリークラブの独自性が発

揮出来るような新しい奉仕活動を策定する。 

2.計画 

 各委員会と連携を図りながら目標達成に向けて

努力する。 

 

・職業奉仕委員会 
委員長）浦田繁喜 副）北昌二郎 

 委員）高山征治・山口令二 

   大久保勝人・馴田信治・漆野智康 

職業奉仕は、ロータリーの金看板とか奉仕の原点

であるとか云われています。ロータリーの目的

（旧綱領）の第２に職業上の高い倫理基準を保

ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにすること。 

1.方針 

 各自会員が職業奉仕の理念を再認識していただ 

 くために、その啓発に心がけ、職業倫理水準の 

 向上に務め、自己の職業上で培った知識や手腕 

 を社会問題やニーズに役立てるよう努力する。 

2.計画 

 ① 優良職員表彰の実施  

 ② 職場訪問例会 

 ③ 職業奉仕月間卓話 

 ④ 関連委員会との連携、協力 

3.予算は昨年同様15万円 

 

・社会奉仕委員会 
委員長）片岡啓一 副）塚本哲也 

 委員）尾方芳樹・板井英朗・戸高克彦 

    石蔵尚之・上田一精 

1.方針 

  地域社会の発展に対する責任を遂行するため 

 に、地域のニーズにあった活動を実施する。 

2.計画 

 ①『人吉ロータリークラブ奨学金制度』につい 

  て研究・計画・設立・実施 

  2015年４月より実行できるように準備する。 

 ② 移動例会 

   第３セクターくま川鉄道｢田園シンフォニー」 

  を支援。「車内移動例会」を計画・実施。 

3.予算 

 委員会費 1万 

 人吉ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ奨学金制度設立準備資金 10万 

 

・環境保全委員会 
委員長）岩井和彦 副）大賀睦朗 

 委員）岡啓嗣郎・川越公弘 

    丸尾孜・水野虎彦 

1.方針 

  2013年12月の調査によると、人吉市の１人１日 

 当たりのごみ排出量が県内45 市町村の中でワー 

 スト２位という結果であった。今こそ、ロータ 

 リアンとして身近な環境保全活動に積極的に取 

 り組み、啓蒙活動にも努力、援助する。 

2.計画 

 ① 環境保全問題に関する卓話 

 ② 地域のクリーン作戦への参加 

 （花火大会・お城まつり翌朝の清掃） 

  ③ ゴミ減量への取組み 

  ④ 早朝例会への実施（清掃活動：場所未定） 

 

・地域発展委員会 

委員長）尾上暢浩 副）村田武澄 

 委員）釜田元嘉・小林祐介 

  浅野強・青木一幸・下田文仁 

1.方針 

 ロータリーとしての奉仕の理想を念頭に、人 

 吉・球磨地域の為に御尽力いただいている方へ 

 の支援・協力、また、各種イベントへの参加・ 

 協力を行うことにより、地域発展へつなげる。 

2.計画 

 ①地域功労者表彰 

 ②外部卓話 

 ③人吉･球磨における各種イベントへの参加協力 

  ④社会奉仕委員会との協力活動 

 

・青少年育成委員会 

委員長）本田 節 副）馬場貞至 

 委員）堤 脩・宮山惇 

    中川貴夫・渡辺洋文 

1.方針 

 青少年の健全な育成の為に、関係団体と連携を 

 図り、会議や活動に参加し、ローターアクト委 

 員会と協力し、青少年育成活動に支援する。 

２．計 画 



  ① 青少年支援事業への協力 

 ② 青少年スポーツ大会援助 

   きじ馬サッカー大会 

   人吉球磨中学生柔道大会 

 ③ 青少年育成のための月間（外部、内部卓話） 

 ④ 人吉市青少年育成市民会議への参加 

 ⑤ 音楽を通した“心の豊かさ”プロジェクト 

    馬場会員を中心としたイベント開催） 

    地元小・中学校への出前音楽会） 

３．予算 

 昨年より4万円減の21万円で活動して参ります。 

 今年度は、鳥井年度の重点でもあります人材育

成ということで、副委員長の馬場会員を中心とし 

て、11/14(金)東間小学校におきましてコンサート 

を開催、“本物の音楽”を通して心の豊かさを体 

感できるプロジェクトです。1年間宜しくお願いし 

ます。 

 

・ローターアクト委員会 

委員長）安達玄一 副）原田知一郎 

委員）武末憲一・永尾禎規・平田フク 

   中村太郎・齊藤日早子  

1.方針 

 前年度の12名から2名卒業し、新年度は10名から 

 のスタートとなります。来年3名が卒業しますの 

 で会員増強が一番の基本方針となります。その 

 為にはアクトメンバーが魅力ある奉仕活動を実 

 践し、友呼びによる増強を目指すことは無論で 

 すが、ロータリー会員皆様からの応援を改めて 

 お願いし、昨年から再開された家族清掃など 

 様々な活動を通してローターアクトとロータ 

 リー会員との交流を深めたいと思います。 

2.計画 

 ①会員増強 

 ②高校球児「クラブターゲット」の応援  

 ③奉仕活動を体験する 

 ④ロータリー会員や交換留学生との交流 

3.予算 委員会費２万円     

 

・国際奉仕委員会  

委員長）中島博之 副）村山能史 

 委員）外山博之・有村隆徳 

   山田仁法・友永和宏・堀川匠太 

 58年度を迎える我がクラブの国際奉仕も、米山

奨学生の世話クラブを受けて以来大きく変わって

きました。国際奉仕が身近に感じられるように

なって良い事だとは思いますが、奉仕にはお金が

かります。みんなが負担して実施することが大切

な事だと思います。若い会員さん方に、我がクラ

ブの国際奉仕の歴史を知ってもらいたくて、栞に

韓国の慶山(ｷｮﾝｻﾝ)クラブとの40年と青少年相互交

流11次、台湾の稲江(ﾀｵﾁｬﾝ）クラブとの27年交流

の記録を記していますので是非早く読んでいただ

きたいと思います。 

 今年は韓国慶山クラブ40周年の年のようです。

必ずご案内があると思います。20周年は22名、30

周年も22名訪韓しています。40周年の今年は今ま

で以上で参加したいと会長ともども思っていま

す。日時が分かったらただちにお知らせいたしま

す。是非スケジュールに入れていただきますよう

に。 

 

・米山奨学委員会 

委員長）葉山稔洋 副）井手富浩 

委員）伊久美寛志・愛甲康・小林清市 

1.方針 

 「米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け 

 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」この大命題を達成する為に特別寄付 

 を40万と定め皆さんに協力を依頼する。 

2.計画 

 ・米山月間の10月に地区に依頼し、留学生に卓 

  話をお願いし、交流をふかめる。 

 ・個人寄付は、昨年同様2000円*2(前後期)と100 

  万ドルの食事で賄う。 

 ・米山功労者の候補者リストを作成し、目標を 

  10名とし各人に促す。 

3.予算 

 前年同様4万  一年間宜しくお願い致します。 

 

・Ｒ財団委員会 

委員長）宮原和広 副）和田栄司 

 委員）堤正博・赤池利光 

    岩本泰典・延岡研一 

1.方針 

 ① 国際ロータリー活動支援のための寄付目標額 

   を１人150 ドルとする。 

 ② 地区補助金の活用を前向きに検討する。 

 ③ ポリオ・プラスに継続協力する。 

2.計画 

 ① 新入会員は入会時20ドル、会員は40ドル/年 

   一人平均150ドル寄付の達成を目標とする。 

 ② 100 万ドル食事を毎月１回実施する。 

 ③ ポリオ撲滅基金に協力する。 

 ④ 地区補助金活用の為に、他の委員会と連携を 

     図りながら計画する。 

 ⑤ ロータリー財団月間（11 月）に理解を深め 

     てもらうための卓話か財団ＤＶＤ鑑賞を計画 

   する。 

 

【総評】          坂口ガバナー補佐 

 素晴らしい委員会方針計画をたてておられま

す。各委員会計画の達成のため、ガバナーの補佐

役として運営のサポートをしていきたいと思って

おります。そのために皆さんの前で総評ができる

ようこれから勉強してまいります。 

本日はありがとうございました。 
 
           閉 会 


