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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 和田栄司委員 

           国 歌「君が代」           

           Ｒ Ｓ「我等の生業」 
 
司会･進行  宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
  

 

    会長 延岡研一 
  

 先週の新年会はお疲れ様でした。 

 特に親睦委員会の原田委員長はじめ委員の皆

様には大変お世話になり、ありがとうございま

した。 

 そしてもうご存知の方も多いと思いますが、

新年早々に朗報です。総務省所轄の平成27年度

「ふるさとづくり大賞」の発表があり、当クラ

ブの本田節副会長が総務大臣表彰に選出されま

した。25団体と個人5人の受賞で、九州からは福

岡の1団体と個人としての本田さんの2組でし

た。受賞理由は皆さんご存知の通り、女性、高

齢者、地域全体が元気になることを目指して

オープンした農村レストラン「ひまわり亭」を

核とした活動全般が評価されたものです。本当

におめでとうございます。心からお祝い申し上

げるとともに、今後ますます地域の、女性の、

そしてロータリアンとしての活躍を期待すると

ころです。なお、水曜日の人吉新聞に詳細が掲

載されていますので見て頂ければと思います。 

 さて、2015～16年度もいよいよ後半に入りま

した。今後はアクト40周年の案内に始まり、地

区大会や各クラブの周年行事の案内など毎週の

ようにＦＡＸが届きますので見落としの無いよ

うに宜しくお願いします。地区大会の案内の際

に今後の主要行事予定も併せてお送りしますの

で、ご確認の上、手帳などにご記入して頂けれ

ばと思います。 

 それぞれの案内はその都度行いますが、特に

他クラブの周年行事につきましては人吉クラブ

の60周年に向けての大切なステップになります

ので、何れか一クラブで結構ですので参加して

頂きますよう協力をよろしくお願い致します。 

 また、地区大会に関しましては今回は日帰り

の1日大会であり、記念講演も行われませんの

でご婦人方の参加が少ないかとは思いますが、

地区大会の前の週の3月18日（金）夜に家内主

催でここ「あゆの里」に於いて「夫人の会」を

開催しますので多くのご婦人の参加をお願いし

たいと思います。 

 今週、来週とクラブ協議会です。各委員会の

上半期の総括と下半期の計画等を発表して頂き

ます。各委員長さんよろしくお願いします。 

 今日の会長の時間はインフォーメーションと

お願いになってしまいましたが、ご協力頂きま

すようお願い致しまして会長の時間とします。 

 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・第13回ひとよし春風マラソン第２回実行委員 

 会開催案内→地域発展委員会浅野委員長へ 

・大口ＲＣ40周年記念式典案内 

 3月12日13:30～大口ふれあいセンター 

 登録締切は今月末、出欠案内FAXします。 

【回覧物】 

 人吉医療センター広報誌「翔」 

 八代ＲＣ会報  荒尾ＲＣ週報 

【例会変更取り止め】 

熊本西RC2/16→2/17 30周年記念例会のため 

              18:30～ 熊本ニュースカイ        

通算２８７６回 第２６例会 

 ２０１６年  １月１５日 

   毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

 

 

     

 
会長の時間  P1 

 幹事報告  P2  

 出席率報告、銀婚祝い   P2 

 寄付の申し出、ゴルフ表彰  P2 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山.奨学金カード  P2 

 第２回クラブ協議会 前半  Ｐ3～4 
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     委員長 漆野智康 

  

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
           

     堤 正博会員 

 本年１月、繊月酒造

㈱社長を娘と交替し、

会長に就任いたしまし

た。記念に、Ｒ財団委

員会、米山記念奨学委

員会へ寄付をいたしま

す。 

 

【親睦委員会】   ゴルフ担当塚本哲也委員 
   “１月ゴルフ愛好会成績発表” 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 永尾禎規 

・本田会員 本日は延岡会長より表彰について 

  ご紹介いただき恐縮しております。身に余る 

 賞をいただきましたので、今後会員の皆様の 

 ご指導を仰ぎ頑張りたいと思います。尚、寄 

 付については次回させていただきます。 

・戸高会員 先週の新年会で銀婚式のお祝いを 

 していただきありがとうございました。 

・有馬会員 銀婚のお祝いいただきましてあり 

 がとうございます。          

・延岡会長 本田副会長「ふるさとづくり大 

 賞」受賞おめでとうございました。益々のご 

 活躍を!!               

・伊久美会員 本田節さんこのたびの大臣表彰 

 おめでとうございます。日頃の活動がむくわ 

 れた思っています。          

・原田会員 先週の新年会では多くの皆様へ御 

 出席を頂き有難うございました。又、多くの 

 景品提供ありがとうございました。おかげで 

 14万弱のオークション売上となりました。改 

 めて御礼申し上げます。        

・井手会員 本田副会長“大臣表彰”おめでと 

 うございます。「ひまわり亭」の益々の御発 

 展を御祈り申し上げます。       

・高山会員 節ちゃん、受賞おめでとうござい 

 ます。ゴルフもっと頑張ります。    

・鳥井会員 本田節会員、この度の「ふるさと 

 づくり大賞」総務大臣表彰おめでとうござい 

 ます。日頃の活動に敬服いたしますと共に、 

 今後益々の御活躍をお祈り致します。  

・浅野会員 ゴルフの表彰ありがとうございま 

 す。先週98→83、どちらが実力かわからなく 

 なりました。             

・浦田会員 ①一月度ゴルフ優勝しましたの 

 で。②外孫と内孫の２人、成人式を迎えまし 

 たので。              

・武末会員 本田さん！総務大臣賞おめでとう 

 ございます。             

・堤正博会員 本田節会員、大臣表彰おめでと 

 うございます。永年のご努力の結果と思いま 

 す。                 

【Ｒ財団委員会】 

・葉山会員 本田エレクト、総務大臣表彰お目 

 出とうございます。相棒としひろより                     

【米山記念奨学委員会】 

・山賀会員 本田会員の受賞を心よりお祝い申 

 し上げます。             

・中川会員 本田節ちゃん、総務大臣表彰おめ 

 でとうございます。                   

・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし 

 ます。                               

・延岡会長 本田副会長「ふるさとづくり大 

 賞」受賞おめでとうございました。 

 益々のご活躍を!!                     

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・片岡会員 本田会員、受賞おめでとうござい 

 ます。                               

・延岡会長 本田副会長「ふるさとづくり大 

 賞」受賞おめでとうございました。益々のご 

 活躍を!!                             

    

 

          点 鐘 延岡研一会長 

 

    

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  86.66％ 

欠 席 者 数 8名  1/1 例会取止め   

出 席 者 数 52名 補 填 数  

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率    

＊届け出欠席 小林祐・中島・山口・岩本・石蔵・田上 

       内藤・大久保  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

 

 

 今年銀婚式の有馬宏昭・チエ夫妻へ、親睦

委員会より記念品をお贈りしました。おめで

とうございます。 

   銀婚のお祝い 記念品贈呈 
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     第２回クラブ協議会 前半 

 

人吉ＲＣ戦略計画委員会(本田節委員長）   

①人吉ＲＣ杯知的障がい者陸上競技大会 

              （延岡会長） 

 参加者からアンケートを頂き、集計した結果

を報告すると好評であり、継続を希望される声

が多かった。予算50万（財団：25万・特別会

計：25万）３万弱オーバーした。継続するかど

うか、戦略会議で検討して欲しい。 

②ＩＭについて（片岡次年度ガバナー補佐） 

 日本遺産となった三十三観音巡りを９月24日

（土）か25日（日）にしたらどうか。今年度は

６グループ全員登録2000×170名35万位と参加者

から参加費５千円が徴収された。   

③60周年について（中川実行委員長） 

 前回第一希望のあゆの里５月20日で押さえて

ある。カルチャーパレスは１年前にならないと

予約できない。１年前ぐらいから動き始める。

講演者の選任をお願いしたい。参考資料として

50周年時の資料配付をし、今後具体的に進めて

いきたい。   

 

【Ｒ情報委員会】（片岡啓一委員長） 

 新会員に対するオリエンテーションは、１名

の入会者新堀会員だけでしたので、入会直前に

実行しました。ロータリー情報卓話は11月6日の

例会時に退会された宮山会長の代理で、私片岡

が｢女性会員について」と題して行いました。

ロータリーミニ情報の週報への掲載は、浅野会

員の担当で只今掲載中です。それから入会３年

未満の新会員の為の情報集会は、11月21日熊本

第６グループの５クラブ合同、人吉クラブ主催

で実施いたしました。会場はサンホテル人吉に

て、25名の参加を得て午後３時より５時半まで

勉強会、その後７時まで懇親会のスケジュール

で実施し、盛況のうちに終了しました。今年度

の残された活動は、２月に情報卓話を中川パス

ト会長に、そして新会員の入会があればオリエ

ンテーションを実施する予定です。 

 

【親睦委員会】（原田知一郎委員長） 

 ５大親睦事業＋２事業のうち先週の新年会で

５事業を終えさせていただきました。これも馬

場副委員長と幹事経験者３名という素晴らしい

メンバーで構成されている委員会なので難なく

こなせた事とおもいます。改めてお礼申し上げ

ます。あと常に連携して運営・設営いただいて

おります石蔵委員長はじめSAA委員会の皆様にも

深く感謝しお礼申し上げます。 

いうまでもなく委員長が大船に乗るという珍プ

レイを交え、現在活動中です。今のところ、乾

杯の音頭を依頼し忘れるというハプニング以外

なんのトラブルも無いかと思います。例会・事

業を楽しみながらやろうという事が、委員会内

での決め事になりましたので臨機応変に対応し

ながら楽しく今後の花見例会・賀寿会を計画し

ていきます。こちらも多くの皆様のご参加お待

ちしております。なお昨年度、下田親睦委員長

時に登場しました人吉ロータリー会員の事業所

で使える商品券１枚￥500を今年度も銀婚・賀

寿会の記念品で発行させていただきたくおもい

ます。よろしくお願いします。皆様の事業所・

店舗での商品券使用可・不可を改めて後日、ア

ンケート形式で送付させていただきます。ご返

信のほどよろしくお願いします。 

 

【ＳＡＡ】（和田栄司副委員長） 

 例会開始の45分前に集合して会場設営にあた

り、来訪者が予定されている場合はそれよりも

早めに集まるよう心掛けているところです。委

員会メンバー全員が揃うことは稀ですが、そう

した時に「手伝おうか」とお声をかけていただ

くことも少なくありません。皆様のご協力に心

から感謝申し上げます。また、例会の妨げにな

るような大きな声での私語や雑談もなく、ＳＡ

Ａが注意を促す場面のない品格ある例会が保た

れていることに安堵しています。今年度は外部

卓話の計画が多く組まれており、引き続きおも

てなしの心と気配りを忘れずに務めて参りま

す。昼食の開始時間につきましては、おおむね

正午からの早めのご案内を心掛けております

が、水野幹事に促されることがこれまでに幾度

かありましたので反省しているところです。 

今後も皆様のご指導とご理解を宜しくお願い致

します。 

 

【プログラム委員会】（葉山稔洋委員長） 

 延岡会長の基本方針に沿う様に年度当初に立

てた計画に元づき外部卓話・新会員卓話・内部 

(月間)卓話を実施しております。 

中でも新会員卓話におきましては、7/24村田会

員、8/28堀川会員、9/18内藤会員、10/30安方会

員が済み1/29の人吉シャツ職場訪問の際に竹長

会員と2/12新堀会員にして頂く予定でありま

す。また、家庭集会は委員会メンバー全員でと

の思いから愛甲会員のグリルＳＩＲＯに押しか

けて会長、副会長、幹事に出席頂き終了しまし

た。最後に、今年度は進行を持ち回りでやって

おりますので、愛甲会員に１度でもやって頂く

と計画を全て完了となります。 

 

【ニコニコ箱委員会】（永尾禎規委員長） 

 ニコニコの今年度は目標150万としておりま

す。現在60万弱となっています。後半期は90万

を目指して皆様の積極的なニコニコを宜しくお

願い致します。 
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【出席委員会】（漆野智康委員長） 

 活動方針として、出席率の向上を目指すこと

はもちろん、例年問題となっている無届欠席を

少なくするように周知していきます。毎回例会

での出席率報告の最後に、２週後くらいまでの

例会予定を報告しております。 

 課題であります、無届欠席もちらほら見受け

られます。無届欠席は食事代（1回1,600円／

人）が無駄となりますので、会員の皆様にご理

解をいただきたいと思っております。できるだ

け、食事の残り数を把握し、次週の例会時に食

事の残り数を無断欠席数とみなし報告していま

す。以上、会員の皆様、昨年よりも出席率を向

上していただきますよう、お願い致します。 

 

【会員組織増強委員会】（北昌二郎委員長） 

 会員数70名を目標にスタートしましたが、１

名の入会、２名の退会となっています。     

 現在、数名の方に声をかけていますが、会員

の皆さまの後押しが必要です。ご協力をお願い

申し上げます。 

 

【職業分類委員会】（川越公弘委員長） 

 今年度は方針計画に則り、１名の分類審査を

行ないました。現時点で１名の入会。㈱新堀産

業の新堀純子会員、職業分類は公衆温泉です。  

 退会は人吉乳児保育園の春木久江会員、宮山

時計店の宮山惇会員２名で、未充填が157になり

ました。未充填分類でお知り合いの方がおられ

ましたら勧誘を宜しくお願いします。 

 

【クラブ広報委員会】（塚本哲也委員長） 

上期の主な活動等 

１．表敬訪問実施 日時2015.7.3（金）、参加

者:延岡会長、本田副会長、水野幹事、鳥井直前

会長、塚本（5名）訪問先：球磨地域振興局、人

吉商工会議所、人吉警察署、人吉市役所、人吉

新聞社 

２．タイムリーなホームページの更新 昨年６

月末の当クラブホームページのサイト移転に伴

い、会員の入退会に伴う「委員会一覧」の現行

化や、会員企業等へのリンクの現行化とロータ

リー関連のリンク掲載を実施してきました。併

せて、ホームページリニューアルに伴い、新た

に「資料室」に10周年から50周年までの記念事

業の写真と地図を奉仕の軌跡として掲載しまし

た。また、水野幹事や事務局の緒方さんに、お

んぶに抱っこでやって頂いていた、「お知ら

せ」の更新とfacebookへの投稿も、昨年末から

クラブ広報委員会で実施するようにしました。 

２．その他の広報 

 昨年11月1日に実施した「知的障がい者陸上競

技大会」につきましては、当クラブのfacebook

への掲載を実施し、RI第2720地区のホームペー

ジの「地区動向ニュース」に投稿し、掲載し

て頂いています。併せて、ロータリーの友に

も投稿しておりますが、残念ながらまだ結果

はでていません。また、パブリシティとし

て、地元の「人吉新聞」や認定特定非営利活

動法人スペシャルオリンピックス日本･熊本の

ホームページの「ブランチ便り」に掲載して

頂いています。 

 以上が上期の主な活動報告です。今後も、

情報を常に新しく、また現行化しながら、興

味を持って見て頂けるホームページ等の維持

と広報活動に努めて参ります。 

 

【雑誌委員会】（竹長一幸委員長） 

 上半期の活動内容を報告します。 

 毎月発行される「ロータリーの友」につい

て、会員の皆様に関心を持ってもらえるよう

記事の内容を紹介してきました。 

 ７月と８月は竹長、９月は安方会員、10月

は竹長、11月は新堀会員、12月は内藤会員に

紹介をお願いしました。ご協力ありがとうご

ざいました。今月は竹長が行いますので、２

月以降は出来るだけ他の方へお願いしていき

たいと思っていますので、ご協力をお願いし

ます。 

 

【クラブ会報委員会】（青木一幸委員長） 

・今年度、当委員会としては、大きく次の２

つをその活動の柱としてきました。ひとつ

は、会報での細やかな情報発信により会員間

での密接な情報共有を図ること、もうひとつ

の柱は、そうした情報共有を進めることで、

毎週の例会や各種のクラブ活動への参加およ

び理解促進を向上させること、です。 

・尤も、２つ目の柱のような大きな題目につ

いては、関連する他の委員会の方々のお力に

頼るところがほとんどですが、当委員会とし

ても微力ながら会報の体裁を改善すること等

を通じて、先の題目の実現に尽力していま

す。 

・具体的には、毎月月初めの会報に、向こう

３か月の主なクラブ日程等を掲載した一枚も

ののスケジュール一覧を差し込んでおり、そ

れを各人が携帯できるようにしました。もう

一つは、これは大変些細なことではあります

が、会報が少しでも読みやすくなればと、巻

頭に目次をつけました。 

・望ましい会報を目指し、今後とも引き続き

各種改善を進めていければと思いますの   

で、皆様からもいろいろご意見・アドバイス

等をいただければ幸いです。 
 
        閉 会 

 

 


