
 1 

 

 

 

・会長の時間 P1～2 

・幹事報告 P2  

・来訪者挨拶 P2 

・出席率 P2～3 

・ニコニコ箱Ｒ財米山カード P3 

～クラブ協議会 後半～ P3～6 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
                   

   

            

 国歌「君が代」 
            
 ＲＳ「奉仕の理想」 

 

 

 

 

司会・進行   戸高ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介  延岡研一会長 
   
         水俣ＲＣ     一期崎智太郎 会長 

             君島徳昭 幹事 

 

      多良木ＲＣ  東 邦治 会長 

             恒松祐輔 幹事 

             中村春喜 副幹事 

 

      人吉中央ＲＣ 田中幸博 会長 

             宮原正名 副会長 

             福司山芳弘 幹事 

               片山久美子 副幹事  

                    

 

 

 

 

 

 

 

       会長 延岡研一 

 

  本日は水俣ＲＣ、多良

木ＲＣ、人吉中央ＲＣの

会長はじめ多く方にご来

訪いただき、ありがとう

ございます。グループ内

の各クラブ就任挨拶の訪

問もこれが最後かと思い

ますが、今週は皆さんとは毎日お会いしてお

ります。各クラブ訪問の挨拶の中で、会員が

メークアップをほとんどしていないので、出

席率向上の意味でも今年度はメークアップに

力を入れたいとおっしゃる会長さんがおられ

ました。という事で、お互いにこれが最後に

ならないように、一年間、訪問の仕合いっこ

をしましょうか。他のクラブから得るところ

もたくさんあると思いますし、受け入れるク

ラブも緊張感が持てると思います。 

 さて、人吉中央ＲＣさんは７月２９日の６

グループガバナー歓迎会の世話クラブとし

て、昨年の３クラブ合同歓迎会に引き続きで

大変ですが、どうぞよろしくお願いします。

この日が県下商工会議所議員大会と重なって

おり、人吉ＲＣは参加者が少ないようですの

で返事がまだの会員は参加の程よろしくお願

いします。 

 水俣ＲＣさんはその後の８月１．２日にイ

ンターアクト年次大会を主管されるとのこと

で、人吉ロータアクト会員も数名参加します

のでよろしくお願いします。来年２月には人

吉ＲＡＣ４０周年記念式典を開催しますの

で、おいで頂き、アクト交流が深まればと思

います。多良木ＲＣ、人吉中央ＲＣさんに

は、ロータアクト候補者の紹介をよろしくお

願いします。 

 多良木ＲＣさんには１１月に開催予定の知
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的障害者陸上競技大会の会場が多良木町陸上競

技場ですので、大いにご協力頂ければと期待し

ております。水俣ＲＣ、人吉中央ＲＣさんにも

ご協力をお願いしておりますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 また、当クラブの片岡Ｒ情報委員長が３年未

満の新会員を対象とした情報集会を１１月に開

催予定ですが、会長会議でご要望がありました

通り、６グループ各クラブにもご案内しますの

で多くの新会員に参加頂きまして、ロータリー

への理解とクラブを超えた会員の親睦が深めら

れればと思います。 

 昨日、安保法案が衆議院を通過しました。一

言でいうと、このような形で法案化されること

に悔しさを覚えます。地区大会前の３月20日の

例会で鳥井会長の代わりに会長の時間で安保法

案について話しました。内容はホームページ等

で会報を見て頂ければと思います。    

 今日は時間がありませんので、来週の会長の

時間で少し話せればと思います。 

 

 

 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】  

・人吉新聞掲載する暑中見舞の広告掲載の件 

 →広告料承認 

 

【連絡事項】 

・地区青少年奉仕部門より2015～2016年度ＬＹ 

 ＬＡセミナー受講者募集のご案内 

  9/12(土)～9/13(日) 阿蘇ＹＭＣＡにて 

  対象年齢19～30歳  

  ロータリアン企業の社員または組織や地域 

  社会のリーダーに興味のある方 

  登録料1,000円 

  →青少年育成井手委員長へ 

・地区ガバナー及びＲ財団部門より、Ｒ財団セ 

 ミナーのご案内 

 熊本会場と大分会場に分けて実施 

 熊本会場；9/19(土)13:00～16:00 

            熊本市国際交流会館 

  大分会場；9/27(日) 

 →Ｒ財団宮原委員長へ 

・熊本’０５福祉ロータリークラブより創立10 

 周年記念式典のご案内（再度） 

 日時；8月22日(土)式典15:00～祝宴17:30～ 

 会場；熊本ホテルキャッスル 

・人吉市「クリーン人吉運動早朝清掃」の案内 

 ８月１６日(日)午前6:00～7:00まで 

 →環境保全委員会大賀委員長へ 

 

 

【回覧物】 

・指宿ＲＣ週報 

・熊本東ＲＣ創立５０周年記念誌 

【例会変更・取り止め】 

熊本西RC8/4→18:30～新会員歓迎会の為 

          ロシア料理「ボルガ」  

熊本南RC8/17→休会 

指宿RC7/21→18:30～コーラルビーチホテル 

 以上、後方に掲示しておりますのでご確認

下さい。 

 

新年度ご挨拶     

                

水俣ＲＣ 

 一期崎智太郎 会長             

   君島徳昭 幹事 

  

   
       
多良木ＲＣ 

  東  邦治 会長 

 恒松祐輔 幹事 

 中村春喜 副幹事 

 

人吉中央ＲＣ 

 田中幸博 会長 

 宮原正名 副会長 

 福司山芳弘 幹事 

  片山久美子副幹事 
 
   ご来訪ありがとうございました  

 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/17出席率 

会   員   数   64名   93.33% 

出 席 免 除  5名 7 / 3 出 席 率 78.68% 

欠 席 者 数 4名 補 填 数     13名 

出 席 者 数  56名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 山田・小林清・中村・田上  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席)，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 次年度委員会合；下田・春木・大野・中川・和田・有馬 

       石蔵・田上・有村・岩井・北・友永・村山 

   

本日の出席率 

会   員   数   64名   75.00% 

出 席 免 除  5名 7 / 1 0 出 席 率 83.05% 

欠 席 者 数 15名 補 填 数     11名 

出 席 者 数  44名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 井手・堤正・宮山・塚本・下田・友永・宮原 

    山田・大賀・浅野・尾上・田上・中村・外山・小林清  
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【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・水俣ＲＣ一期崎会長 本日はお世話になりま 

  す。本年度も水俣ＲＣを宜しくお願いいたし 

  ます。                           

・水俣ＲＣ君島幹事 昨年度はお世話になりま 

 した。本年度も宜しくお願いいたします。 

                    

・多良木ＲＣ東会長 本年度もどうぞ宜しくお  

 願い致します。            

・多良木ＲＣ恒松幹事 １年間お世話になりま 

 す。                 

・多良木ＲＣ中村副幹事 本日はお世話になり 

 ます。                

・人吉中央ＲＣ田中会長 本年度人吉中央ＲＣ 

 の会長を仰せつかりました田中と申します。 

 この１年間何卒宜しくお願い致します。 

                    

・人吉中央ＲＣ宮原副会長 １年間大変お世話 

 になります。             

・人吉中央ＲＣ福司山幹事 本日はおじゃまし  

 ます。                

・人吉中央ＲＣ片山副幹事 どうぞ宜しくお願 

 い致します。             

・延岡会長 水俣ＲＣ多良木ＲＣ人吉中央ＲＣ 

 の会長はじめ多くの方にご来訪いただきあり 

 がとうございました。一年間どうぞ宜しくお 

 願いします。             

・葉山会員 ○高山会員の復帰を祝いニコニコ 

 します。○水俣ＲＣ多良木ＲＣ人吉中央ＲＣ 

 の会長、幹事、副幹事の皆さんのご来訪に対 

 して                 

・有馬会員 ○高山征治パスト会長お久しぶり 

  です。○水俣・多良木・人吉中央ＲＣの会長  

 幹事の皆様、本日はご来訪ありがとうござい 

 ます。○先日は記念品と花束を頂戴しまし 

 た。ありがとうございます。      

・本田会員 水俣・多良木・人吉中央ＲＣの皆 

 様、ようこそご来訪頂きました。今年度一年 

 宜しくお願い致します。        

・板井会員 水俣ＲＣ、多良木ＲＣ、人吉中央 

 ＲＣの皆さんご来訪ありがとうございます。 

 高山さんお久しぶりです。宜しくお願いしま 

  す。                 

・鳥井会員 水俣、人吉中央、多良木ＲＣ役員 

 の皆様、わざわざお出でいただき有難うござ 

 います。宜しくお願いします。        

・有村会員 先週欠席しまして遅くなりました 

 が、延岡会長幹事出航お祝いと共に前年度鳥 

 井会長有馬幹事お疲れ様でした。     

・中川会員 高山パスト会長、元気になられ 

 て良かったです。ロータリーもゴルフもし 

 ましょう。             

【Ｒ財団委員会】 

・葉山会員 同上                    

・延岡会長 同上                

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 水俣ＲＣ一期崎会長・君島幹事 

  多良木ＲＣ東会長・恒松幹事・中村副幹事 

 人吉中央ＲＣ田中会長・福司山幹事・恒松 

 副会長・片山副幹事、ようこそおいで下さ 

 いました。一年間宜しくお願いいたしま 

 す。                  

・伊久美会員 毎週の米山特別寄付をいたし 

 ます。                           

・延岡会長 同上                     

・葉山会員 同上                     

【人吉ＲＣ奨学金基金委員会】 

・浅野会員 先日、人吉新聞の一面に紹介い 

 ただきましたエレワイズ、お陰で問い合わ 

 せ、設置要請が入っております。昨年導入 

 いただいた所もこの夏安心で快適になった 

 と喜んでいただいております。約束ですの 

 で寄付します。            

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

     第１回クラブ協議会 後半 

 

【職業奉仕委員会】 

委員長）下田文仁 副）春木久江 

委員）春木一幸・大野啓介・宮山 惇・安方晃    

１．方針 

①職業上の高い倫理基準を保つこと（公正で 

  あること） 

②あらゆる職業の社会的価値を認めること 

③職業上身につけた技能を社会に役立てるこ 

  と上記３つの理念を啓発し、会員一人ひと 

 りに再認識していただけるような事業を行 

 う。また、他の奉仕プロジェクト委員会と 

 連携し、地域社会に奉仕する。 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，高山(出席)，丸尾，釜田         

＊メークアップ  

 次年度委員会合；山田・宮原・小林祐・堤正・葉山・鳥井 

         片岡・漆野・大賀・堀川・浦田   
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２．計画 

①職業奉仕に関する卓話（担当：安方、下田） 

②職場訪問例会を実施（担当：大野、宮山） 

③優良職員の表彰を実施（担当：春木、青木） 

④奉仕プロジェクト委員会との連携・協力 

              （担当：全員） 

３．予算150,000円 

（優良職員表彰記念品代・職場訪問・外部卓 

 話・委員会費・資料代） 

 

【社会奉仕委員会】  

委員長）中川貴夫 副）和田栄司 

 委員）有馬宏昭・石蔵尚之・村田武澄 

    田上明仁・竹長一幸 

方針；地域社会の発展に対する責任を遂行する

ために、各種団体と協力し、社会奉仕活動につ

とめ、ロータリークラブ活動をアピールしてい

く。 

 会長の思いを受け、第一に、地区補助金申請

し、ロータリー財団地区補助金（決定済）を活

用した、知的障害者陸上競技大会（スペシャ

ル・オリンピックス）を多良木町総合グラウン

ドで開催いたします。日程は、平成27年11月１

日(日)で予備日を３日祭日(火)としておりま

す。近隣の多良木ＲＣさん、人吉中央ＲＣさん

にも協力をお願い致しているところです。スペ

シャル・オリンピックスの予算は、50万円を予

定いたしております。上記でご説明いたしまし

たように、人吉ＲＣブ初めての地区予算申請

で、ロータリー財団地区補助金より事業費の

50％出して戴きます（25万円）ので、特別会計

より25万円、合わせて50万円の予算で開催いた

します。開催運営におきましては、予算以上に

人的協力が必要となりますので人吉ＲＣ全員の

ご協力を戴きますようにお願い致します。その

他、色々な団体の会費がございますが緊縮財政

の折、検討いたしまして遂行します。社会奉仕

委員会の予算は、10,000円を計上させて戴きま

す。今年度も、ロータリー公共イメージアップ

をめざし、地域の方々と共に協力を戴きながら

委員会全員で頑張って行きます。一年間、宜し

くお願い致します。 

 

【環境保全委員会】  

委員長）大賀睦朗 副）堀川匠太 

 委員）浦田繁喜・齊藤日早子・戸高克彦 

    山口令二・渡辺洋文 

１．方針 

ロータリアン各自が環境問題に関心を持ち、身

近な環境保全活動に積極的に取り組むよう努

力、援助する。 

２．計画 

①地域のクリーン作戦への参加（花火大会、お 

 城まつりの翌朝清掃） 

②環境保全問題に関する卓話（水と衛生） 

③早朝例会の実施（城内歴史資料館の50周年 

 石碑周辺の清掃等） 

３．予算20,000円(委員会費・外部卓話） 

 

【地域発展委員会】  

委員長）浅野 強 副）外山博之 

 委員）板井英朗・川越公弘・永尾禎規 

    丸尾 孜 

１．方針 

 地域で開催される、各種イベントやまちづ

くり等への支援と協力を行うことを基本方針

とする。今年は、日本遺産に指定された年で

もあり、これを活かした活動が行われると思

うので積極的に参加協力を行う。 

２．計画 

① 地域発展功労者の表彰 ５月予定 

② 地域開催行事への参加協力 

③ 外部卓話 １０月予定 

３．予算110,000円 

 (委員会費、地域功労者表彰･卓話お礼･支援 

  費、予備費） 

 

【青少年育成委員会】  

委員長）井手富浩 副）内藤靖雄 

 委員）中村太郎・釜田元嘉・中島博之 

    原田知一郎 

１．方針 

 青少年の健全な育成及び将来のリーダー育

成のために、内・外ロータリークラブ及び連

携を図り、種々な活動に参加し、ローターア

クト委員会、奨学特別委員会と協力し、青少

年奉仕活動を支援する。 

２．計画 

①青少年スポーツ大会援助 

（きじ馬サッカー大会、人吉球磨中学校柔道 

 大会） 

②音楽を通した“心の豊かさ”プロジェクト 

（出前音楽会）馬場会員（協力；宮山惇教育 

 委員） 

③青少年奉仕月間（５月）に外部卓話 

④人吉ローターアクト４０周年(2月)事業への 

 協力 

⑤人吉ロータリー奨学生との交流（8/7） 

⑥人吉市青少年育成市民会議への参加 

 担当制 

 ・育成部会(井手) ・環境補導部会(原田) 

⑦地区ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養 

 成プログラム）9月12日･13日 

３．予算240,000円 

     委員会費・青少年スポーツ大会 

     音楽活動の支援・外部、内部卓話 

     その他活動費;人吉ＲＡＣ支援金 
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【ローターアクト委員会】 

委員長）平田フク 副）尾上暢浩 

 委員）安達玄一・伊久美寛志・大久保勝人 

    武末憲一・馬場貞至 

１．方針 

 まず、人吉ローターアクトクラブ創立40 周

年記念式典を迎えるにあたり、提唱クラブとし

てのバックアップを惜しみなく行い、次に6 名

が卒業予定なので、アクトの会員増強を積極的

に行いながら、再度ローターアクトクラブを盛

り上げていきます。また、ロータリアンの方々

の積極的なアクト例会への参加を募り、アクト

クラブを支えていこうと思います。 

２．計画 

①ローターアクト２月27日、28日両日の創立40 

 周年記念式典の応援を積極的に行う。 

②ローターアクト例会の例会内容を随時お知ら 

 せし、アクト例会の積極的な参加をお願いす 

 る。 

③ローターアクト会員の増強 

④ローターアクト会員との連携を密に行う。 

３．予算15,000円 委員会費 

 「人吉ローターアクトクラブ創立40周年」 

  支援金100,000円（特別会計より） 

 

【国際奉仕委員会】 

委員長）有村隆徳 副）岩井和彦 

 委員）北昌二郎・友永和宏・村山能史 

    山田仁法 

１．方針 

 人吉ＲＣは本年度、韓国慶山ＲＣと第１４ 

次姉妹調印式を韓国に於いて行う予定になって

います。 

２．計画 

 慶山ＲＣと早めに連絡をとり、日程を決定し

たいと思っています。但し、2016年５月 28 

日〜６月１日に国際大会がソウルにて開催され

ますので場合によっては、その日程に訪問する

ことになるかもしれません。 

３．予算10,000円（委員会費) 

  韓国慶山RC第14次姉妹調印式韓国訪問予定 

                (別途会計） 

 

【米山記念奨学委員会】 

委員長）山賀勝彦 副）岩本泰典 

 委員）愛甲康・岡啓嗣郎・堤 脩・本田節 

    高山征治 

１．方針 

 米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け

橋になって国際社会で活躍し、ロータリー活動

の良き理解者となる優秀な留学生を育成する事

であります。本年は、熊本西稜ロータリークラ

ブが世話をする奨学生のサブ世話クラブに指定

されました。世話クラブと連絡を取り合いなが

ら、年間２〜３回程度（学業との兼ね合いも

ありますので）留学生を例会に招き、クラブ

会員との交流を深めるよう務めます。 

２．計画 

● 一般寄付 

 会員一人当たり6,000 円の寄付 

（内2,000 円を100 万ドル食事で補う） 

● 特別寄付 

 ・米山記念奨学金制度にご理解いただき、 

  自主的な寄付を依頼する。 

 ・会員の寄付累計金額をチェックし、米山 

  功労者表彰の候補として前後期に会員に 

  連絡し、寄付を依頼する。 

● １０月の米山記念月間には、近隣クラブで 

  の奨学生卓話を実施する。 

３．予算50,000円 

 （委員会費・米山奨学生招待事業） 

 

【Ｒ財団委員会】 

委員長）宮原和広 副）小林祐介 

委員）小林清市・堤 正博・葉山稔洋・増田力 

１．方針 

ロータリー財団が目的とする健康・教育支

援、貧困経済、国際理解、親善、世界平和を

達成しようとしている財団の主旨を理解して

頂くよう努めると共に、会員皆さまに寄付の

ご協力をお願いする。 

２．計画 

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＄とする 

 新会員は入会時20＄、会員は年40＄とする 

②100 万＄食事を毎月１回実施する。 

③ポリオ撲滅基金に継続協力する。 

④地区補助金活用に協力する。 

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を計画する。 

３．予算30000円 

  (財団卓話招待事業・委員会費） 

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

委員長）鳥井正徳 副）片岡啓一 

 委員）塚本哲也・漆野智康 

１．方針 

ロータリーの奉仕の精神に基づき、地域社会

の教育振興のため設立された人吉ロータリー

クラブ奨学基金委員会規則に基づき、高校生

への奨学金の給付に伴う管理・運営を適切に

行う。 
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２．計画 

年間を通して、奨学生の募集、高校や受給生徒

との連係、理事会への提出、例会での報告、奨

学金の給付等を計画に基づき実行する。 

 ８月 (奨学生の例会での卓話） 

 11月 奨学金受給申請書および奨学生候補者 

       推薦書の提出依頼 

 12月 （受給者作文提出、例会での報告） 

 １月 奨学生候補者推薦書の受領 

 ２月 理事会で、新年度奨学生の決定および 

       例会での報告 

 ３月 高校へ新年度奨学生を通知 

       （決定通知書、振込み口座申請書） 

       （卒業奨学生の卓話） 

 ４月 新年度 奨学金給付式 

       （人吉高校、球磨工業高校） 

３．予算50,000円 

    委員会費・奨学生認定盾(6) 

    卒業奨学生への記念品 

 

        閉  会  

 

  

    

 

            

 ロータリークラブでは、週に一度の例会に出席する義務がありますが、もし例会を欠席しても、前後２週間

以内であれば他クラブの例会への出席でそれを補填する「メークアップ」という制度があり、世界中のＲＣに

メイクアップできる権利が ロータリアンには認められています。 

 ロータリアンなら、いつ、どこのクラブの例会に出席しても歓迎されます。もちろん、各クラブではビジ

ター（メークアップのために訪問する人のこと）を見込んで、席や食事の準備をしています。でも、できるこ

となら事前に電話などで、連絡してから訪問することをお勧めします。訪問先のクラブの担当者が、準備をす

るときに助かりますし、初めて訪問するクラブの場合には、相手が待っていてくださるので、心細い思いをす

ることもなくなるからです。       ≪メークアップを楽しみましょう≫ ロータリージャパンHPより 

   行事などで例会日・時間・場所変更の場合があります。クラブ事務局に確認しましょう。 


