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 赤池葉子様 赤池利史様より、「故赤池利

光会員の会葬御礼」として、人吉ロータリーク

ラブ奨学金基金へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 
   ２月 世界理解月間  

 

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    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    鳥井正徳会長 
 
 熊本水前寺公園ＲＣ  会 長 細川 由恵  様 

          幹 事 植野堀 洋  様 

               徳光 涼子 様 

               末吉希巳子 様    

 

 

   会長 鳥井正徳 

 本日は、先ほど文部科学省が道徳を教科とし

て格上げすると公表いたしましたのでこのこと

について少し述べさせていただきます。 

 名古屋市で「人を殺してみたかった」という

女子大生が逮捕され、和歌山県では小学５年生

の子供が殺害されるという痛ましく悲しい事件

がまた起こりました。一方では、いじめが原因

と見られる子供の自殺も後を絶ちません。 

 このような中で、文部科学省は、道徳教育

を充実されるため、道徳を教科として格上げ

すると発表いたしました。これまでも道徳の

授業はありましたが、教材（読み物）を読ん

だり、ビデオを見たりして考える週１時間程

度の授業でした。それが、教科書ができ、一

つの教科となるわけです。考え、議論する授

業への転換となります。教科書には、各学年

で教える内容をキーワード毎にまとめて示し

ています。例えば、キーワード 

 ①自分自身に関すること 

    ・・・・・善悪の判断、正直、誠実 

 ②人との関わりに関すること 

    ・・・・・礼儀、感謝、思いやり 

 ③集団や社会に関すること 

    ・・・・・公平、公正、集団生活 

 ④生命や自然に関すること 

  ・・・・・生命の尊重、感動 

内容は２８項目になります。この内容を教科

書にまとめ解説書を添えて、教科をして指導

することになります。指導に当たっては、教

員自身が多角的な見方、考え方ができる人物

であることが重要ですが、一定レベルの授業

ができると期待できるとしています。小学校

は、28年度から、中学校は29年度からになる

ようです。実施に当たっては、規範意識は学

校生活全体で学ぶべきということを基本にす

えて、特定の考え方に偏らず、多面的に考え

ることを重視した上で、討論などの言語活動

を重視すべきとしています。 

 道徳教育については、長い間賛否両論が

あったところですが、現代の子供の実態から

生きていく上での規範意識はもっと教えるべ

きとは分かっていてもなかなか徹底できな

かったことが、漸く本格的に取り上げられる

ことになります。もとより、子供の規範意識

向上のためには、学校だけでなく、家族、地
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域、地域住民一体となっての取り組みが必要であ

ることは言うまでもありません。少なくともいじ

めによる自殺とか、平気で子供が殺されるという

悲しいことがなくなる時代を目指して、根気強く

取り組む必要があると思います。私達人吉ＲＣも

社会奉仕の一環として、青少年の健全育成を目指

しています。今後の動きを注視していきたいと思

います。 

 本日はこの後クラブ協議会です。よろしくお願

い致します。 

 

 

    幹事 有馬宏昭 
 
【理事会の承認事項】 

①人吉ＲＣ奨学生６名を承認いたしました。 

②次年度のロータリー米山記念奨学生のサブ世話 

 クラブを引き受けることを承認いたしました。 

③地区大会欠席負担金として、従来通り5,000円を 

 ご負担いただくことを承認いたしました。 

④２月２７日(金)の例会は職場訪問例会の為、例 

 会場所を人吉アサノ電機㈱に変更することを承 

 認いたしました。 

【連絡事項】 

①第12回ひとよし春風マラソン実行委員会から会 

 議資料が届いています。議題は、原案通り承認 

 されました。今後とも大会発展の為、ご協力く 

 ださいとの協力依頼が届いています。 

 鳥井会長にお渡しします。 

【回覧物】 

①国際ロータリー第2530地区福島インターアクト 

 クラブ情報誌が届いています。 

②八代ＲＣクラブ会報が届いています。 

③株式会社クマヒラから「抜萃のつづり」その七 

 十四が届いています。 

【例会変更及び取り止め】 

熊本北ＲＣ2/19→18:30～親睦例会のため 

        場所；菊南温泉ユウベルホテル 

多良木ＲＣ2/26→12:30～職場訪問のため 

        場所；大石酒造場 

  

  ≪寄付の申し出≫ 

 

 釜田元嘉会員より、(資)釜田醸造所 平成26年

度食品衛生優良施設厚生労働大臣表彰受賞を記念

して、Ｒ財団委員会、米山記念奨学委員会、人吉

ロータリークラブ奨学金基金へご寄付がありまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

【来訪者より】     熊本水前寺公園ＲＣ 

    細川由恵会長 

 皆様こんにちは。本日

は４名で伺いました。 

 私ども熊本水前寺公園

ＲＣは第2680地区の宝塚

中ＲＣと姉妹クラブを結

んでおりますが、その宝

塚中クラブが人吉の焼酎

蔵めぐりを希望されまして、現在計画をすすめて

いるところでございます。本日は、その夜に開催

します懇親交流会に人吉クラブの皆さまにもご参

加いただければとご案内に参った次第でございま

す。４月１８日(土）１８時３０分より、こちらの

あゆの里様に於きまして行います。詳しいご案内

は事務局を通してお知らせいたしますので、ぜひ

ご参加を宜しくお願い申し上げます。 

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

  

                      

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・熊本水前寺公園ＲＣ細川由恵会長 本日は人吉 

 ＲＣの皆様へご案内、ご挨拶に４名の会員でま 

 いりました。とてもすばらしい会場と雰囲気に 

 感動しています。本日はどうぞ宜しくお願いい 

 たします。               

・釜田会員 ２月８日弊社 釜田醸造所の厚生労働 

 大臣表彰受賞記念祝賀会には、人吉ＲＣより多 

 くの方々が参加下さいまして有難う御座いまし 

 た。                 

・有村会員 熊本水前寺公園ＲＣの皆様をご歓迎 

 申し上げます。また、春木様の入会を歓迎致し 

 ましてスマイルします。         

・宮山会員 春木久江様の入会を心から歓迎致し 

 ます。                 

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 毎週米山に寄附をしている金額で 

 す。                  

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

  

本日の出席率 

会   員   数   62名   84.48% 

出 席 免 除  4名 1 / 3 0 出席率 86.21% 

欠 席 者 数 9名 補 填 数     2名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率  89.66% 

＊届け出欠席 中川・本田・延岡・浅野・尾上・堀川 

       中村・外山・小林清 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          

＊メークアップ  

 慶山RC40周年式典；北   地区広報セミナー；和田 
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人吉ＲＣ戦略計画委員会（片岡啓一副委員長） 

 定期的な委員会の開催はできていませんが、２

月下旬か３月上旬に委員会を開催し、次年度及び

60周年に向けての概略計画について討議したいと

思っております。この際、ロータリー財団地区補

助金を活用した事業の予備申請が３月末、本申請

が４月末となっておりますので、その点に重点を

置くとともに、60周年年度の会長予定者の本田会

長ノミニーにも委員会に参加して頂こうと思って

おります。 

 

Ｒ情報委員会（浦田繁喜委員） 文：中川委員長 

 方針は、第１回のクラブ協議会で発表しました

ので、計画実績を報告いたします。有村会員増強

委員長をはじめ会員の皆様のご努力で、竹長会

員、春木会員お二人の新会員さんが入会して戴き

ました。私がオリエンテーションの担当をさせて

戴く事になっておりましたので、90分ほどしっか

り受けて戴きました。お二人とも、アクティブな

会員さんで私は時間が過ぎるのが分かりませんで

した。援助会員の有村会員、片岡会員宜しくお願

い致します。又、先日の理事会におきまして１人

候補者が上がって来ている様ですので楽しみにし

ております。先月、１月には、委員会で計画いた

しておりました通りに片岡副委員長より「ロータ

リー理解推進月間」の卓話を行って戴きました。

ありがとうございました。また今月２月には「国

際ロータリー創立記念日卓話」を計画いたしてお

ります。この卓話は、本日発表戴いております浦

田委員にお願い致しております。プログラム委員

の方より、私にお話が来ておりませんが、そのよ

うな段取りでよろしいのでしょうか？ 

 そして、５月、「人吉ロータリー創立記念日卓

話」は赤池会員の担当でありましたが、委員会を

開催いたし検討したいと思います。『天国で赤池

会員が考えていらっしゃるかもしれませんネ。』  

 お陰様で、現在までの計画は、順調に推移して

おります。今後期待をしておいて下さい。又、会

報へのR情報知識の掲載におきましては、皆様もご

存じの通り随時、担当の堤脩会員より掲載戴いて

おります。ご覧下さい。堤会員ありがとうござい

ます。 

 最後に、家庭集会は、委員さんと話し合いの

上、必ず我家で（中川宅）開催を致します。 

 

親睦委員会（下田文仁委員長） 

 12月19日に忘年会、１月９日に

新年会を開催しました。忘年会は

カラオケで大いに盛り上がりまし

た。新入会員竹長会員、村田会員

のほか、飛び入りで和田会員と平

田会員の美声も聞かせていただ

き、ロータリー会員の芸達者ぶりに感心いたしま

した。伊久美パスト会長夫人の祝舞で始まった新

年会では、安達会員のお世話のもと、ローターア

クトクラブの皆さん歌と踊り、そして天音美広さ

んのミニライブで盛り上げていただきました。恒

例のオークションでは北会員と岩井会員の掛け合

い漫才のような楽しい進行で、皆さんにたくさん

お買い物をしていただきました。144,500円の売り

上げがありました。お買い上げいただいた皆さん

ありがとうございました。 

 ゴルフ愛好会の活動に関しては、引き続き、北

副委員長に取りまとめをお願いして、スムーズな

運営をしていただいております。 

 ５大親睦事業も、残すところ、賀寿会のみとな

りました。６月５日、担当は北副委員長と私で行

います。心からのお祝いができますよう工夫して

いきたいと思います。ご意見がありましたらお聞

かせ下さい。そして多くの方のご参加をお願いし

ます。 

 

ＳＡＡ（山田仁法委員長） 

 ＳＡＡの役割で主になるものは

会場設営に始まり、例会開始時の

国家、ロータリーソングと進んで

いきます。今では委員の皆様の協

力によりスムーズに運営できてま

す。また例会の雰囲気はとても静

かで素晴らしいと感じています。これも会員皆様

の例会に対する理解の深さだと感謝しておりま

す。そのほか親睦委員から誕生・結婚記念日に

は、当該会員を中央テーブルに座っていただくよ

う要請がありましたので、そのように配していま

す。２月27日の職場訪問例会の設営などについて

は、職業奉仕委員会と打ち合わせ、指示を受けて

会場設営をします。  

 

プログラム委員会（水野虎彦委員長） 

 今年度の年度当初、会長の方針で、「パスト会

長卓話の泉」を実施し、若い会員にも我がロータ

リークラブクラブの歴史を知って頂こうと企画し

ました。10月に岩本パスト会長の卓話、11月には

武末パスト会長の卓話、１月にはロータリー情報

委員会の卓話も兼ねて片岡パスト会長にお話して

頂きました。今後も３月４月にも極力どなたかに

お願いし実施したいと思っております。ご面倒は

承知しておりますが、どうか快諾を賜りましたら

有り難く存じます。 



 また、今年度は夜の

例会に変更し、８月に

はビアガーデン例会、

片岡パスト会長に企画

して頂いた10月の田園

シンフォニー例会な

ど、例年と違った特色

もございました。今年度のうちに、もう１回夜の

例会があってもよろしいのではと思っておりま

す。 

 プログラム委員会として、苦労の種は時間の管

理です。内部卓話であっても時間を気にせず時間

超過して話された武末パスト会長のような方もあ

れば、片岡パスト会長のようにお聞きしていた予

定の時間よりかなり早めに切り上げられる場合も

あります。時間の管理はプログラム委員長の勘を

働かせるのが手腕の見せ所ですが、時間ぴったり

に終わった例会は今年度、まだ２度程しかござい

ません。内部卓話のときはどうかお話になる方に

も、時間の観念をあと少々お持ち頂き、「きっち

りと」と申すつもりは毛頭ございません。ある程

度の例会終了時間にご配慮を頂きますと幸いに存

じます。 

 

ニコニコ箱委員会（平田フク委員長） 

 本年度のスマイルは200万を目

標にしております。現在、会員ス

マイル59万5,010円、ビジタース

マイル４万１千円、新年会オーク

ション14万4,500円、前期ニコニ

コ瓶３万6,822円、計81万7,332円

となっています。 昨年度と比較しますと、昨年

度の88.5％ですが、今年度目標の半分もいってい

ません。 

 栞に載っておりますように年６回の全員スマイ

ル、そして、会員の結婚祝い、誕生祝いの月に

1,000円のスマイルをいただいております。皆様の

個人、事業所の祝事等を気持ちよく自主的に申告

していただき、例会がたのしい愉快なものになる

よう、そして会員間の親睦を増進するよう努力し

てまいりますので、今後とも引き続き宜しくお願

い申し上げます。 

 

出席委員会（村山能史委員長） 

 会員の出席率の向上と無届欠席

をなくすことを方針として活動し

てきました。無届欠席については

会員の方々の協力でずいぶん減少

しております。ただ、メークアッ

プの数が減り、ここ数ヶ月修正出

席率100％を達成出来ていない例会が増えていま

す。行事等が少ないのも一つの要因ですが、今後

も会員の皆様に地区行事や他クラブ例会への積極

的な参加をお願いしたいと思います。 

会員組織増強委員会（有村隆徳委員長） 

 年度当初５名増の70名の会員数を目標に致しま

した。現在、竹長様、春木様の２名の方に入会し

て頂きました。ただ、残念ながら赤池利光会員が

亡くなられました。また、健康上の理由等で他３

名の会員が退会されましたので当初より２名の減

少です。皆様からの紹介、推薦、また情報などを

戴ければ、入会してもらうため更に努力いたしま

す。 

 

職業分類委員会（大久保勝人副委員長） 

 今年度、職業分類委員会では４名の方の分類審

査を行っています。 

現時点で２名の入会、 

・HITOYOSI㈱ 竹長会員 職業分類は縫製加工 

・人吉乳児保育園 春木会員 職業分類は幼児教育 

１名は動物病院でしたが入会されませんでした。

今週、１名の分類依頼が届きましたので結果は報

告済みです。 

 尚、退会で日本料理、司法書士、麺類製造販

売、が新たに空席となりましたので小分類での未

充填数が160となりました。未充填職業分類の知り

合いの方の勧誘宜しくお願いします。 

 

会員選考委員会（堤 正博委員長） 

 本年度はすでに４名の推薦を

頂きました。そのうちすでに２

名の方が入会されました。12月

５日にHITOYOSHI㈱の竹長一幸

さんが入会され、本年１月30日

には人吉乳児保育園の春木久江

さんが入会されました。関係された皆様に感謝い

たします。 

 ８月に推薦があがって来られた方はまだ入会さ

れておられません。推薦者の方は出来るだけ早く

入会されますよう強力にアプローチください。 

 さらに、現在もう１人の方の推薦が上がって来

ています。会員選考委員会において検討しました

が、委員全員の同意もあり、本日コメントをつけ

て提出いたしました。ぜひスムーズな入会がされ

ますよう期待しています。 

 

クラブ広報委員会（和田栄司委員長） 

 ちょうど先週８日にＩＴ講習会がグランメッセ

でありました。話は、ガバナー月信がペーパーレ

ス化になったことに対してのクラブの反応や450万

かかっていた費用が250万くらいに抑えられている

という話、各クラブのホームページはどのように

進んでいるかの問い合わせ、などがありました。  

 ガバナー月信はインターネットでしか見ること

ができません。皆さんはご覧になっていますで

しょうか？そういうわたしも見ておりません。ク

ラブではこれに対し何もやっておりません。そこ

で毎月各テーブルに月信をプリントアウトして回



覧すればいいと思いますがいかがでしょうか？ 

 講習会の報告は２月末に地区報告があるそうで

すので、そのあとで正式に報告をしたいと考えて

おります。 

 

雑誌委員会（板井英朗委員長） 

 毎月「ロータリーの友」の見所紹介を実施して

いますが、７月から１月まで７名の方に紹介して

いただきました。今年度はあと５名になります。

主に入会３年未満の会員を紹介者としております

が、見当たらない時はベテランの会員にお願いし

ております。ご協力ありがとうございました。   

 また、ロータリーの活動をよく認識していただ

くため、公共的な場所に「ロータリーの友」誌を

配布しています。毎月５冊ぐらいですが、贈呈先

は私自身の判断で配布しております。 

 最後になりますが、「ロータリーの友」に対す

るご意見、ご希望、ご要望などがございましたら

原稿を事務局の方へ提出していただければ幸と思

います。 

 

クラブ会報委員会（石蔵尚之委員長） 

 会報発行につきましては毎回、事務局の緒方さ

んのお力を借りており、まずお礼を申し上げま

す。半年を振り返り、例会をはじめとする活動記

録として正確に記していくという一定の役割は果

たせているものと思います。これも委員会メン

バーの協力、会員の皆様のご理解の賜物だと感謝

申し上げます。ただ、時には会報発行に遅れが生

じ、前後して配布することもあり、皆様にはご迷

惑をおかけしていることと反省しております。そ

の一因には、前協議会でもご報告申し上げました

が、外部卓話におきまして原稿をご用意されてい

ないケースがあげられます。改めて、卓話者に

「原稿提出」のお声かけを、できれば資料にとど

まらず原文のまま、会報に掲載できるような「完

全原稿」の形でお願いできればと存じます。宜し

くお願い申し上げます。 

 なお、年度当初にクラブ広報委員会やＲ情報委

員会とも連携させていただき、会員の皆様のお役

に立つ情報の収集と提供を掲げました。誌面のス

ペース次第となりますが、Ｒ情報委員会のミニＲ

情報も引き続き掲載して参ります。また今後は、

渡辺パスト会長から卓話においてご指摘がありま

した「ガバナー月信」の周知、利用につきまし

て、当委員会としてもできることはないか検討し

て参ります。 

 

職業奉仕委員会（浦田繁喜委員長） 

活動方針の中の職場訪問例会を、

次々週２月２７日（金）に浅野会

員の事業所であります「人吉アサ

ノ電機株式会社」を訪問して開催

いたします。浅野会員には今回の

件をご相談しましたところ快くお引き受けいただ

き、ご協力ありがとうございます。アサノ電機さ

んでは新しく開発されました電力制御装置の製

造、販売の事業を強力に展開中と聞いておりま

す。私達たのしみにしております。また、当日は

職業奉仕委員の方、並びにＳＡＡの方々に大変ご

苦労をおかけしますが、会場設営等の準備のほう

宜しくお願いいたします。 

 もう一つの活動計画であります「優良職員の表

彰」につきましては３月中に会員皆様から表彰者

のご推薦を頂き、４月に実施する予定です。３月

になってからご案内をさしあげたいと思っていま

す。 

 

社会奉仕委員会（片岡啓一委員長） 

 本年度の社会奉仕委員会事業の

「人吉ロータリークラブ奨学金制

度」の発足で、各高校にお願いを

しておりました奨学生の募集で

は、多数の応募者がありました。

その中から学校長による推薦で、

人吉高校から４名、工業高校から２名の推薦があ

りました。それを受けまして、６日のクラブ理事

会で最終審査を受け、６名全員の平成２７年度奨

学生が決定いたしました。応募学生は、推薦状や

作文などから推察しても、いずれも成績優秀で部

活などでも活躍している学生ばかりで、たいへん

心強く感じました。 

 決定しました奨学生には、４月より毎月奨学金

が支給されることになります。３ヶ月毎に本人の

口座に送金支給することになりますが、４月の第

１回目だけは、学校において本人とご父兄と面会

し、鳥井会長自ら本人へ奨学金を直接手渡しする

予定になっております。 

 

環境保全委員会（岩井和彦委員長） 

 12月の半期最終例会時に市役所より椎屋課長様

においでいただき、環境保全の卓話を行ないまし

た。早朝例会については、もう少し暖かくなって

から、ロータリーの森等を見回った後に実施を決

めようと思っています。皆様の参加を宜しくお願

いいたします。 

 

地域発展委員会（村田武澄副委員長） 

 本年度計画した２つの事業につきまして、「外

部卓話」については４月、「地域発展功労者表

彰」については５月に実施させて頂きます。外部

卓話者や表彰団体等の具体的内容は、今後、委員

会で検討・選考のうえ、理事会のご承認を頂く予

定にしております。 

 

青少年育成委員会（馬場貞至副委員長） 

 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、副委員長の馬場会長を中心とし



て11月14日、東間小学校におきましてコンサート

を開催しました。“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、大変すばらし

いコンサートでした。子ども達や保護者の皆様に

も大変感動され、人吉新聞にも掲載していただ

き、広く活動を市民の皆様にも広報できました。  

 また、年間行事でもあります外部卓話を、２月

６日人吉市青少年育成会議会長の笹山欣悟さんよ

り“人吉市における現状と活動”について卓話を

していただきました。今後とも、委員会としても

方針と計画に基づき活動してまいります。 

 

ローターアクト委員会（安達玄一委員長） 

 12月７日に行われました2720地

区ローターアクト主催のロータ

リー家族清掃には鳥井会長はじめ

人吉中央ＲＣや多良木ＲＣからも

参加戴き総勢33名での清掃作業に

より市街地の美化作業とロータ

リー広報活動がなされました。多数のご参加有難

うございました。 

 アクトメンバーは毎回楽しい例会を心がけ、

ロータリアンとの交流も図られていると思いま

す。年末年始の例会は当クラブの忘年会と新年会

へ７～８名が参加し、楽しい余興などの出し物で

楽しめました。２月は人吉春風マラソンに５名ほ

どアクトの広報をかねて参加するそうです。この

イベントに参加される方や沿道で見られる方には

応援をお願い致します。なお今月は人吉青年会議

所との勉強会と交流会も計画していますので時間

の許す方はご出席ください。現在会員は15名です

が、６月にはこれまでアクトクラブを引っ張って

くれた３名が卒業し、来年度４名が卒業ですので

引き続き会員増強を継続したいと思っています。  

 延岡年度が人吉ローターアクト創立40周年にな

り、翌年の本田年度が当クラブの創立60周年にな

るので元気でやる気のある若者を増やさないとい

けません。皆様からのご紹介と推薦をお願い致し

ます。 

 

国際奉仕委員会（中島博之委員長） 

 今年度の国際奉仕委員会は最大

の取り組みであった慶山ＲＣ創立

40周年記念式典に最初は20名の予

定でしたが16名の参加でお祝いし

てきました。大変喜んでくれたと

感じました。40周年記念式典の案

内があってから、細部にわたっての連絡がその後

なかなか取れなくて随分じらされましたのは私だ

けでした。幹事などは若い時から韓国相手は馴れ

ているせいか（こんなものですよ…）。 

 空港までの出迎え、式典：後の午後10時半から

の歓迎会、翌日の記念植樹のご披露と全ての行事

に夫人ともども歓迎してくれました。これほど歓

迎してくれるのなら事前の連絡がスムーズであっ

たならこちらも楽しみに出かけたことでしょう。 

 今回の訪朝は、次年度の姉妹締結延長調印式、

次々年度の我がクラブ創立60周年記念式典に是非

参加してほしい・・の願いがありました。人吉の

60周年にはたくさん行きますよーと言ってくれま

したが、来年の姉妹締結延長調印式に待っていま

すと言ってくれた人がいたでしょうか？でも今年

のあの雰囲気次年度まで残っているでしょうから

大丈夫でしょう、そんな感じがしています。 

 これで今年度の委員会の仕事は完全終了でしょ

う。家庭集会開く前に終わってしまいました委員

の皆さん有難うございました。 

 

米山記念奨学委員会（葉山稔洋委員長） 

 計画の①は、先月の米山月間に

李秋実君による卓話が終了しまし

た。計画の②の個人寄付において

は、確定しております。 

 また、家庭集会は10月28日我家

で鳥井会長、延岡エレクトをはじ

め、有馬幹事と委員会メンバー４名(愛甲会員を除

く)の計７名で行いました。 

 計画③の候補者リストが作成出来ましたので、

これからそれぞれの方に米山記念奨学委員会から

お知らせと言う形でこれまでの金額を記入した用

紙をお渡しし、特別寄付目標40万向けて皆さんに

アピールして行きますので皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

 因みに伊久美パスト会長は、例会毎に2,000円の

米山カードを出されております。48例会で98,000

円加算されることとなります。米山カードの寄付

も特別寄付に加算されますのでコツコツと地道に

お願い致します。 

 

ロータリー財団委員会（宮原和広委員長） 

 委員会の委員でありました故赤

池会員のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 活動内容としまして、12月12日

にロータリー財団卓話を実施いた

しました。今月の１日、大分県立

看護科学大学で開催されました地区補助金管理セ

ミナーに延岡会長エレクトと出席してきました。

このセミナーが次年度に向けての地区補助金活用

の第一段階となります。 

 現在の寄付状況は下記のとおりです． 

 ・普通寄付（前期・後期）274,520円 

 ・特別寄付（8名）160,000円 

 ・財団寄付カード(1月末現在）51,106円 

多額の寄付に感謝申し上げます。引き続き、ロー

タリー財団へ会員皆様の温かいご寄付を宜しくお

願いいたします。 

         閉  会 


