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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 中村太郎委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会･進行  宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 

   

 

    会長 延岡研一 
 
 １月も早いもので半ばを過ぎましたが、１月

は「職業奉仕月間」です。 

 ということで来週の例会は、職場訪問例会で

竹長会員の会社ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ（株）で人

吉シャツの製造現場の見学をお願いしていま

す。楽しみにしていますのでどうぞよろしくお

願いします。 

 さて、12月最後の例会でも紹介しましたが、

ロータリーの目的の第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」とあ

ります。また、手続要覧に「職業奉仕は、事業

および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある

業務はすべて尊重されるべきであるという認識

を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念

を実践していくという目的を持つものである。

会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を

律し、事業を行う」とあります。 

 新年早々に発覚した廃棄処分したはずの食肉

加工品横流し事件は、その不正がさらに拡大し

そうですが、企業人としてやり切れない思いで

す。 

 また、軽井沢の観光バス事故では大学生13名

を含む15名の命が失われ、それに連鎖するかの

ように観光バスの事故が続いています。当クラ

ブ会員も２名観光バス事業に携わっておられま

すが、安全には万全を期して頂きたいと思いま

す。 

 我が社も昨日、熊本の現場においてミスを犯

しまして、朝からお詫びに出向き、今帰り着い

たところです。人身事故や設備障害事故ではな

かったのですが、一歩間違えると人の命に係わ

る若しくは広範囲の停電を引き起こす作業を

行っているので十分注意していかないといけな

いと改めて痛感しております。 

 皆様も職業それぞれですが、従業員や公衆の

安全に十分意識を持って頂きたいと思います。 

 話は変わりますが、今日１月22日は「カレー

の日」です。全国学校給食栄養士会が1982年の

この日を「カレーの日」と定めたのだそうで

す。どこまで定着しているか定かではありませ

んが、お子様やお孫様に今日の給食はカレー

だったか尋ねてみてはいかがでしょうか。 

 因みに、海上自衛隊は毎週金曜日がカレーの

日です。これは洋上勤務が長いと曜日感覚がな

くなってしまうのでカレーが出たら金曜日と分

かるようにしたそうです。 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・米山奨学生修了式・歓送会3月6日(日)11時～ 

 ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

 にて→米山奨学委員会山賀委員長へ 

・九電の森植樹事業のご案内（ﾒｰｸｱｯﾌﾟ扱い） 

  ３月１２日(土)10:00～ 

  本事業は今年をもって終了とのこと。後日 

  ＦＡＸ案内いたします。 

【回覧物】 

 玉名中央ＲＣ週報  

通算２８７７回 第２７例会 

 ２０１６年  １月２２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     P1～2  

 出席率報告、会務報告 、Ｒの友紹介  P2～３ 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山.奨学金カード  P３ 

 第２回クラブ協議会 後半  Ｐ3～6 
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【例会変更取り止め】 

熊本東ＲＣ2/9→2/6 12:00～職場訪問例会の為 

              済生会熊本病院 

 

   委員長 尾上暢浩 

  

  

【職業奉仕委員会】   委員長 下田文仁 

 次週は職業奉仕委員会の職場訪問例会です。

場所は竹長一幸会員が工場長を務めていらっ

しゃる『ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ㈱』を訪問しま

す。人吉を代表するブランドとなった人吉シャ

ツの製造工程を間近で見学することが出来ま

す。ぜひ多くのご参加をお願いします。 

 職業奉仕委員会の方は昼食、会場設営等の準

備がありますので早めにご集合ください。 

 

【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

   人吉ＲＡＣ１月第２例会のご案内 

    日時；１月２８日(木)19時30分～ 

    場所；人吉スターレーン 

    内容；新春チャリティーボﾞウリング例会 

    担当；クラブ奉仕委員会   

      

 

 

【雑誌委員会】  

  ロータリーの友１月号紹介 

      紹介者 竹長一幸     

  

 ロータリーの友１月号の見どこ

ろを紹介します。 

 横組みの方から、表紙は長野県

にある霧ヶ峰高原スキー場だそう

です。今シーズンは暖冬の影響で

12月23日のオープン予定が延期に

なり、今月ようやくまとまった雪が降り営業を

開始されたそうです。 

 Ｐ３、ＲＩ会長メッセージ「あなたの影響力

を増やしましょう」とメッセージがあります。

内容は、二人の聖人と貧しい学生とのやりとり

を例に挙げて、助けを求める人に手を差し伸べ

ることは、その人だけでなく、より壮大な目標

に達するのです。 

 個人であれ、クラブを通してであれ、ロータ

リアンとしての皆さんの影響力は、数が多けれ

ば多いほど増していきます。私たち一人ひとり

の活動や贈り物の力があってこそ、数の力が発

揮でき、私たちが目指す「世界へのプレゼント

になろう」という真の影響力を持つことができ

るのです。とラビンドラン会長は呼びかけてい

ます。 

 Ｐ７～Ｐ11、１月は職業奉仕月間ということ

で「職業奉仕を実践」という特集が組まれてい

ます。職業奉仕とは、「職業上の高い倫理基準

を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと

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とすること」とあり

ます。ここではどのようなに職業奉仕を実践さ

れているか紹介されています。 

 [教職員の企業研修を支援] 第2590地区の横

浜市と川崎市では小中学校の先生を対象に企業

研修を行っているそうです。この研修に参加す

ることによって、社会的視野を広げ、多角的な

視点から学校経営に参画できる資質と能力を高

め、企業や地域住民との関わりを通して社会の

状況や価値観等を知る機会にされているそうで

す。 

 [就職模擬面接で支援] 岡山西南ＲＣでは地

元の高校生を対象に就職面接指導会を実施した

そうです。就職試験の本番を前に、面接試験の

実践練習が出来るという事で、学校や生徒から

感謝されているそうです。 

その他、色々な活動が紹介されています。 

 Ｐ15～Ｐ17は、みんなで力を合わせるイン

ターアクターという見出しでインターアクトク

ラブの様々な活動を紹介しています。ちなみに

インターアクトとは14歳から18歳までの高校生

が対象になります。大分南ＲＣは福徳学院高校

インターアクトクラブと共同で、卒業生から体

育館シューズを集め、きれいに洗いサイズごと

に仕分けしてカンボジアの児童養護施設に送っ

ているそうです。 

その他、色々な活動が紹介されています。 

 Ｐ22～Ｐ23では「ソウルでお待ちしていま

す」というタイトルで、今年ソウルで行われる

国際大会を前に韓国を満喫するツアープログラ

ムが３種類紹介されています。 

 次は縦組みを紹介します。縦組の表紙は神奈

川県三浦市三崎町に伝わる左義長の舞といわれ

る踊りで、毎年１月15日に町内の家をめぐって

踊るそうです。平成21年に「ユネスコ無形文化

遺産」に登録されているそうです。 

 Ｐ4～Ｐ8「挑戦、二戸から世界へ…」という

タイトルで（株）南部美人五代目蔵元の久慈社

長様の講演要旨が紹介されています。 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  81.66％ 

欠 席 者 数 11名  1 / 8 出 席 率  78.33% 

出 席 者 数 49名 補 填 数  0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   78.33% 

＊届け出欠席 新掘・永尾・本田・漆野・山田・中川・内藤 

       青木・大賀・北・田上  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 
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 現在、日本で販売されている日本酒のシェア

率は酒類全体の6％しかないそうです。ちなみに

ビールが30％、焼酎は約10％だそうです。久慈

社長は日本酒のおいしさを知ってもらうために

全国を回り、蔵の話や作り方の話などをしなが

ら日本酒を楽しむ会を開催しているそうです。

お酒を作らない夏場は酒蔵で音楽会を開催し、

お酒を振る舞っているそうです。 

 2008年からは日本酒だけではなく、砂糖を使

わない梅酒を開発し販売しているそうです。 

 そんな中、「世界は日本酒を待っている」、

いう事で世界に進出されています。日本食レス

トランの普及、日本文化の普及により、世界中

で「和食」に興味を持つ人が増え、日本酒が飲

まれる機会が増えたそうです。1997年には日本

中の若手蔵元を集め「日本酒輸出協会」を立ち

上げ日本酒を世界中に広げる活動をされている

そうです。今ではここの酒蔵で作られる日本酒

の約20％が海外へ輸出されているそうです。 

 久慈社長はインタビューで、「僕は、地方の

小さな会社でもオンリーワンの商品があれば、

世界を相手にした商売が出来ると思っていま

す。会社の規模の大小ではなく、価値の大小で

世界は見ます。どんなに小さな会社でも価値の

あるものでオンリーワンのものを作っていれ

ば、絶対に世界で勝負できます。」とおっ

しゃっています。 

 非常に参考にさせていただける内容でした。 

皆さんもぜひ読んでみてください。 

 Ｐ９“わがまち…そしてロータリー”では栃

木県足利市が紹介されています。足利市は「に

んげんだもの」の作者あいだみつおさんの出身

地だそうです。よくトイレで見かけますね。 

その他も足利市内の観光名所が紹介されていま

す。 

 今月も色々な情報が発信されていますので是

非読んでみてください。 

 

【寄付カード】 ニコニコ箱委員長 永尾禎規  
  
〈Ｒ財団委員会〉         

・葉山会員 戸高君・有馬さん、銀婚のお祝い 

 を申し上げます。25年前の出初め式の会場か 

 ら団服･ヘルメットの出で立ちで式場にお邪魔 

 した事を思い出しました。       

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし 

 ます。                

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

      

 

    第２回クラブ協議会 後半 

 

 

【会員選考委員会】（堤脩委員長） 

 会員選考委員会は小林清市副委員長、釜田委

員、武末委員、高山委員の５名からなる構成で

すが、年度当初は内２名の委員が体調不良で出

席免除で実質３名での活動でスタートしまし

た。しかし現在は高山委員が元気に復帰され４

人で活動しています。今年度の今までの活動は

７月７日今年度はじめての 新会員推薦を理事

会より受理いたしましたので委員会で早急に検

討いたしました。人格、職業び、社会的に全く

申し分なしとの結論を得て其の結果を早急に理

事会へ報告しています。その他に８月４日石亭

の館で家庭集会を開催いたしました。 

 

【職業奉仕委員会】（下田文仁委員長） 

 ７月15日家庭集会を開いて年間計画を立て実

行しています。まず、11月27日例会、安方会員

の担当で外部卓話を実施しました。ぷらんどう

デザインの有地社長に｢どうぎゃん｣の15年の歴

史を振り返ってお話し頂きました。日本タウン

誌フリーペーパー大賞2015の表彰式がちょうど

その翌日に東京で開かれるという絶妙なタイミ

ングで卓話をして頂きました。｢どうぎゃん｣は

読者投票部門で見事第1位となり、同じ人吉の

私たちもとてもうれしく、誇らしく思いまし

た。 

 次は、来週１月29日に職場訪問例会を計画し

ています。大野会員の担当で、竹長会員が工場

長を務めていらっしゃるＨＩＴＯＹＯＳＨＩ㈱

を訪問します。今や人吉を代表するブランドと

なった人吉シャツの製造工程を、職人さんたち

の間近で見学することが出来ます。ぜひ多くの

ご参加をお願いします。そして、４月８日に優

良職員表彰を計画しています。担当は青木会員

です。 

 職業奉仕委員会では、副委員長であった春木

会員がお亡くなりになり、また宮山会員も退会

され、４人だけのちょっと寂しい委員会になっ

てしまいました。副委員長の後任には大野会員

にお願いし、少人数ながらも力を合わせて頑
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張って盛り上げていきたいと思いますので皆さ

んもご協力をお願いいたします。 

 

【社会奉仕委員会】（中川貴夫委員長） 

 延岡年度の目玉でもあります、「ロータリア

ンや一般の人々が持つロータリーの人道的活動

を高める事で、ロータリーの公共イメージを向

上させるために活動する。」を社会奉仕委員会

の中で取り上げました。 

 そして、それに伴い人吉ロータリーでは初め

て地区補助金申請し、ロータリー財団地区補助

金を活用した、知的障がい者陸上競技大会（ス

ペシャル・オリンピックス）を平成27年11月1日

（日）に多良木町総合グラウンドで開催いたし

ました。地区補助金の申請は年度をまたがって

の申請手続きですので、前年度から延岡会長・

水野幹事が申請をして頂き認められたものでし

た。 

 又、選手の体調管理を心配し、当日が雨の予

想でありましたので、開催するかしないかの決

定を会長と幹事が苦慮されました。しかし「実

行する」との判断で、前日より会長・幹事をは

じめ委員さんの協力を戴き、テント・椅子・机

の準備等も協力戴き、お陰様で無事終了致しま

した。また、救護をお願い致しました堤脩会員

をはじめ看護師の方々、関係各位の協力の御蔭

で無事終了出来たのだと、改めて関係者の方々

に感謝いたします。そして、第６グループの皆

様にも声掛し進めた所、近隣の多良木ロータ

リークラブさん、人吉中央ロータリークラブさ

ん、水俣ロータリークラブの皆さん、芦北ロー

タリークラブの皆さん、本田ガバナー補佐にも

参加頂き感謝するところです。ご協力、本当に

有り難うございました。 

 この事業が、知的障害者をはじめ、保護者の

方々、障害施設の関係の方々にも喜んでいただ

けたことから、次年度以降もどのようにするか

協議した所です。 

 又、社会奉仕委員会の予算は、10.000円を計

上させて戴きます。 

 私達ロータリアンは、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

きながら頑張って行かなければならないと思い

ます。 

 

【環境保全委員会】（戸高克彦委員） 

 半期の実施内容について、計画の①、地域の

クリーン作戦への参加：花火大会翌朝の清掃大

変お世話になりました。②、環境保全に関する

卓話：3月4日に予定していますが、内容、講師

等については、現在会長と協議中です。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）11月20日に実施しました。32名の

方にご協力いただきました。ありがとうござい

ました。 

（おしらせ） 

3月12日(土)午前中に九州電力㈱が実施する植

樹に人吉ＲＣ参加予定です。詳細については

後日連絡いたします。参加方宜しくお願い致

します。 

 

【地域発展委員会】（浅野 強委員長） 

年度計画実施報告  

１．地域発展功労者表彰５月予定 

（周囲に表彰に値すると思われる方が居られ

ましたらご紹介ください） 

２．地域開催行事への参加協力 

・人吉百名城お城まつり実行委員会へ出席 

・第13回人吉春風マラソン第1回実行委員会へ 

 出席 

・2/4人吉春風マラソン第2回実行委員会出席 

 予定 

３．外部卓話 10月に延岡会長紹介で学研 

 ホールディングス社長 宮原博昭氏 

４．家庭集会 未実施 

 （メンバーの日程調整し実施する） 

 

【青少年育成委員会】（井手富浩委員長） 

方針・計画に基づき活動してまいりました。 

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）について 

 は未実施 

②音楽を通した〝心の豊かさ〝プロジェクト   

 （出前音楽会）ですが、昨年10/16（金) 

 10：30より西小学校に於いて実施させて 

 頂きました。馬場会員を始めとするＳＫカ 

 ルデラ男性合唱団と馬場敬子様の伴奏によ 

 り、学校及び生徒さんに大変な好評を得る 

 事ができました。子供達の感想文を沢山頂 

 き、是非次年度以降も継続させて頂きたい 

 と思います。 

③青少年奉仕月間卓話に於きましては、本年 

 ５月に予定しております。 

④人吉ローターアクト40周年（2/27、28）に 

 つきましては、期日が迫ってまいりまし 

 た。全員登録及び式典、懇親会、事業への 

 出席をもって協力してまいります。 

⑤人吉ロータリー奨学生との交流につきまし 

 ては、委員会としての活動はありませんで 

 した。 

⑥人吉市青少年育成市民会議への参加につき 

 ましては、 

(1) 総会・研修会 H27.6.13(土)9:30～  

  井手、中島会員出席 

(2) 〃 第1回部会 H27.7.13(月)19:00～ 

  育成部会－井手、環境補導部会-原田会員  

  出席 

(3) 青少年育成関係「5団体交流会」 
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    H27.9.18(金)18:00～井手出席 

(4) 市民会議「第3回部会」 

  H27.12.17(土)19:00～井手出席 

⑦地区ＲＹＬＡセミナーにつきましては、当ク 

 ラブから直接参加はありませんでしたが、地 

 区ローターアクト安達委員長、平田ローター 

 アクト委員長を初めとするメンバーが、セミ 

 ナーのサポート役として、出席して頂きまし 

 た。 

継続中及び未実施の事業が残っておりますが、

委員会メンバーで協力し合ってやってまいりま

す。以上で報告を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

【ローターアクト委員会】（平田フク委員長） 

①活動報告 

・７月28日あゆの里にて青少年育成委員会合同 

 の家庭集会を開催 

・11月21日～22日 別府にて2720地区ローター 

 アクト第31回年次大会が開催され安達地区ア 

 クト委員長と参加。12/4例会で安達委員長が 

 報告されました通りです。  

②7月～12月アクト例会内容について  

 現在の人吉ローターアクトクラブ会員数は、 

 男性10名、女性9名/計19名 

・会長所信表明、自己紹介 

・担当会員からの専門知識卓話 

・人吉ＲＣ会長卓話 

・カルチャーパレスでのスポーツ例会 

・城内散策ナイトハイク例会 

※毎回ＦＡＸで会員へ例会案内をしています。 

 毎例会２名～５名のロータリアンに参加いた 

 だいております。本当に有難うございます。 

③４０周年を迎えるにあたり 

 40周年記念式典 2月27日(土)～28日(日) 

・人吉ＲＣ忘年会で、本岩会長と中川実行委員 

  長が40周年記念式典に向けた熱意を語ってく 

 れました。 

・ロータリーより40周年支援金20万と、全員登 

 録（1人4000円）ありがとうございました。 

 1/21は、中川実行委員長と久保山副実行委員 

 長の３人で多良木RC例会へご案内と登録のお 

 願いに行って来ました。 

 （1/27は人吉中央RC例会へ） 

④今後の課題 

・会員増強 

 ６月で５名のアクトが卒業となりますので実 

 質14名になります。今後、ロータリアン皆様 

 の強力なバックアップが必要です。ぜひ宜し 

 くお願い申し上げます。 

 

【国際奉仕委員会】（有村隆徳委員長） 

 本年度は韓国慶山ＲＣと第14次調印式を韓国

にて締結する年度です。5月28日～30日迄の3日

間の予定で、5月28日慶山ＲＣにて調印式、5

月29日･30日は国際大会、ソウル観光を予定し

ています。3月末日を最終締切にしたいと思っ

ていますので、多くの方のご参加をお願い致

します。 

 

【米山記念奨学委員会】（山賀勝彦委員長） 

 半年間に実施しました委員会活動を報告し

ます。 

1.７月27日、熊本西稜RCが世話クラブとなっ

ている中国留学生・陳セイさんを招待し、山

角カウンセラーより陳さんの紹介があり、陳

さんの自己紹介の挨拶がありました。 

2. ９月６日『米山セミナー』が熊本男女共同

参画センターで開催されましたが、私の体調

不良の為に本田委員・水野幹事・石蔵会員に

出席していただき、後日石蔵委員よりセミ 

ナー報告がありました。 

3. 10月は米山月間という事で、米山奨学生招

待事業を実施しました。10月２日に山角カウ

ンセラーと奨学生陳さんを招待し、卓話をし

ていただきました。 

4. 10月10日『米山記念奨学生』秋季研修会 

が阿蘇YMCAで開催され出席しました。 

これは７月開催予定が台風の為、開催が順延

されていたものです。 

 本年はサブ世話クラブという事でもう少し

交流を深めたかったのですが、博士号取得の

準備もあり交流を深める事が出来なくて、当

初の方針とは違い残念です。本人は卒論提出

後、現在東京で就職活動を行っているそう 

です。今後の予定としては２月に最後の卓話

を依頼しています。 

5. 寄付につきましては、会員皆様のご協力に

よりまして、普通寄付・特別寄付とも多くの

寄付をして頂き、ありがとうございました。 

 ①特別寄付 200,000円 

 ②米山カード146,000円 

 ③普通寄付 192,000円 

   合計  538,000円（1月15日現在） 

 後半も米山記念奨学会への寄付を宜しくお

願い致します。 

 

【ロータリー財団委員会】（宮原和広委員長） 

○11月のＲ財団月間にＲ財団卓話を実施しま

した。11/13例会でＲ財団学友の熊本市国際交

流会館館長重浦睦治氏をお招きし、「ＧＳＥ

と出会い そして」という演題で、ＧＳＥを通

してのロータリークラブとのかかわり、そし

てＧＳＥプログラムでの様々な体験談をお話

し頂きました。 

○Ｒ財団寄付の方は12月末現在で普通寄付(前

期)158,720円、特別寄付262,000円、財団カー

ド109,000円となっています。多額の寄付に感
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謝申し上げます。引き続きロータリー財団への

会員皆様の温かいご寄付を宜しくお願い致しま

す。 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】（鳥井正徳委員長） 

 この委員会は、昨年地域社会の教育進行のた

め設立された人吉ＲＣ奨学基金委員会規則に基

づき、奨学金の給付に伴う管理・運営を行なっ

ています。 

 昨年の４月に第一期生６名がスタートし、８

月には例会での卓話をお願いしたところです

が、６名共期待にたがわず目標達成に向けて頑

張っているようです。３月には３名が卒業しま

すが、お礼の作文も届いています。 

 １月20日に来年度の奨学生６名の推薦が、人

吉高校、球磨工業高校の校長から届いており、

２月の理事会で正式決定の運びとなっておりま

す。４月には奨学金給付式を行う予定です。 

会員の皆様には御協力を頂き感謝申し上げま

す。４月以来５名の会員からの特別寄付をはじ

め、一般寄付、そしてゴルフ愛好会からは

ショートホールでのチャリティーを毎月頂いて

います。更にカードでの寄付も頂戴しており、

合計しますとかなりの額になります。今後共、

御協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

【地区ローターアクト委員会】 

              安達玄一委員長 

 昨年地区内の17クラブが新年度は14クラブか

らのスタートでした。現在ローターアクトクラ

ブ最大の問題は会員数とクラブの減少です。 

 この問題を解決する手段として後藤代表は

ロータリーファミリーの絆強化計画を実行に移

しています。まず、クラブ例会に多くのロータ

リアンに来てもらい絆を深める事。インターア

クトや留学生との交流、ライラセミナーなどへ

の積極的な参加をして広報活動にも力を入れる

事を既に行動で示しています。 

 会員数はスタート時点で125名でしたが半期で

140名になっています。次年度代表には３名の立

候補があり別府ＲＡＣの吉野君に決定しまし

た。彼も後藤代表の新５か年計画を継承しロー

タリーとの絆を深めたいと初心を発表しまし

た。私もアクト活動がさらに充実するよう一緒

に楽しみながら協力したいと思います。 

 

【地区研修委員会委員・ＲＬＩ委員会】 

              中川貴夫委員長 

 今年度、野田ガバナーは、クラブへのサポー

トと強化 を上げられました。その中で、本田

光曠研修リーダーのもと、（ア）クラブの刷新

性と柔軟性を育てる （オ）リーダーの育成 

を示されました。 

 去年、ＲＬＩの研修を開催して、ＤＬ（ディ

スカッション・リーダー）の必要性を感じ、今

年度は、ＤＬ育成セミナーを開催いたしまし

た。 第１回目は、10月10日(土)熊本国際交

流会館で熊本の会員を30名、10月18日(日)大

分陣屋の村-中門記念館で大分の会員20名、合

計50名が参加して行いました。 

 第２回目を、一泊二日で、28年1月23.24日

（土.日）大分にて開催予定でありましたが、

数十年ぶりの大雪で中止といたしました。 

 ＤＬ育成セミナー開催案内は、74クラブに

目的を明確にして送付いたしました。 

 お陰様で、セミナーに参加頂いた50名の会

員は、真剣に受講され実のある研修だったと

自負しているところです。 

 残念ながら、50名の研修施設の確保もあり

一泊二日の卒業研修が今年度出来ませんでし

たが、前田ガバナーエレクト年度の７月に予

定をさせて戴き、新ＤＬ誕生を期待している

ところです。 

 一年間ご協力戴きました各クラブ会長様を

はじめ、会員の方々、ＤＬメンバーに感謝申

し上げ報告と致します。 

 

【会 計】安方 晃 理事 

  今年度の半期決算会計を速やかに行い皆様

へご報告申し上げたいと思います。 

 それから、年会費の納入については今後と

も期限内の納入を宜しくお願い致します。 

 

 

 

         閉 会 

 

 

 

 

 

目的 

各クラブにおいて、これからのロータリークラ

ブを指導して行かれる方、情熱を持っていらっ

しゃる方、やる気のある会員の方々と致しまし

た。（会長経験者など歴年数は、問いません。

クラブ運営の事もありますのでクラブ理事会で

協議して戴き強制ではありません） 


