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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内藤靖雄委員 
       
           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 
 
 昨日の本田節会長エレク

トの総務大臣表彰受賞祝賀

会が会員の皆様をはじめ、

多くのご来賓や縁のある

方々に出席して頂き、盛大

に執り行われて無事に終了

して、ホッとしました。会

員の皆様、お世話になりました。そして本田さ

ん、改めまして、おめでとうございました。 

 と、ここまではよかったのですが、祝賀会終

了直後の地震にはビックリしましたが、まさか

益城町で震度７の大地震だったとは思ってもい

ませんでした。 

 今朝の報道では、死者９名、９５０人以上の

けが人が出ているようです。昨日夜１１時過ぎ

にやっと益城町の知人に連絡が取れ、無事は確

認できたのですが、家の中は滅茶苦茶で家の外

で待機しているということでした。 

 亡くなられた方のご冥福をお祈りするととも

に、負傷者の一日も早い回復を願います。ま

た、被災者の普通の生活が一日でも早く訪れ

てほしいのですが、相当の被害が出ており、

ライフラインの復旧にも相当時間がかかるの

ではないでしょうか。 

 我が社も九州電力から緊急要請があり、今

朝６時に９名を熊本の変電所に派遣して、復

旧作業に当たっているところです。 

 RCとしても、何らかの支援をすることにな

ると思いますのでその時は宜しくお願いしま

す。 

 さて、今日は、４月10日(日)に大分市のホ

ルトホール大分で行われました国際ロータ

リー2720地区、2016～17年度地区研修・協議

会の報告を行っていただきます。 

 私はゆっくりしていたかったのですが、次

年度社会奉仕委員会の北委員長が鹿児島出張

との事で、副委員長として代理出席してきま

した。 

 今年度会長として、色々と出席、参加して

きましたが、いつも水野幹事と一緒だったの

で、今回の水野幹事不在の大分行きに一抹の

寂しさを感じました。（と、本音は、やっと

ここまで来たかとほくそ笑んでおりました） 

 しかし、水野幹事は寂しさを感じる暇もな

く、次年度は片岡ガバナー補佐の幹事とし

て、頑張ってもらわなくてはいけません。と

いうか、もう大分の臼杵に片岡Ｇ補佐と行っ

たり、Ｇ補佐主催の次年度６グループ会長・

幹事会を先週、開催したりと、本年度幹事と

並行してやってもらっています。ご苦労様で

す。 

まさかこんなに忙しいとは思ってもなかっ

たので、水野会員には、任命責任者として心

よりお詫び申し上げます。 

実は、片岡Ｇ補佐も地区研修・協議会が６

回目の招集だったそうで、また、地区の中川

副研修委員長も何度となく大分に行かれたり

と、他人事ではございますが、（といいます
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か、他人事ですので）頑張っていただきますよ

う宜しくお願い致します。 

この後、地区研修・協議会の報告がありま

すので、これ以上多くは語りませんが、非常に

熱心でやる気満々のガバナーエレクトですの

で、身近な人は大変かもしれませんが、次年度

の地区はクラブにとっては良きアドバイザーで

あり、また会員にとっても各種研修会・セミ

ナーが良き勉強の場になると思いますので所属

委員会に囚われず、積極的に参加してみてはい

かがでしょうか。 

今回の地区研修・協議会にはほとんどの委員

長に出席して頂きましたので、早めにじっくり

と報告してもらいたいのですが、例会プログラ

ムと５月の連休による例会取り止めで報告が今

日と来週、そして５月13日の例会と飛び飛びに

なりますこと、ご容赦頂きたいと思います。 

 

 

   幹事 水野虎彦 
 
【連絡事項】 

・ＲＩ2720地区野田三郎ガバナーより、ガバ

ナーノミニー・デグジネート決定の報告。大分

1985ＲＣ髙山泰四郎氏 

・今朝南相馬ＲＣ事務局より地震の状況確認と

お見舞い電話あり。被害などあったらお知らせ

下さいとのこと。 

・来週４月15日(金)例会卓話者本田菜穂子氏は

地震により卓話が難しいとのこと。状況を見て

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会へ対応お願いします。  

【回覧物】 

 ハイライトよねやま193号、玉名中央ＲＣ週報 

 人吉医療センター広報誌「翔」  

【例会変更・取止め】 

熊本北RC4/21→夜から昼の例会へ変更12:30～ 

               熊本ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 

 〃 4/28→18:30～新会員歓迎会 割烹火の国 

八代南RC5/3 →取止め 

 〃 5/10→清掃11:30～12:30点鐘 

          八代市妙見町懐良親王陵 

・八代東RC5/5→例会取止め 

・熊本中央RC5/6→例会取止め 
 
 

 

   委員長 漆野智康 
 

 
 
 

 
【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

 

    人吉ＲＡＣ４月第一例会案内 

  日 時：４月１９日（火）１９時３０分～ 

  場 所：ひまわり亭 

  内 容：高校野球について 

  担 当：吉田会計 

 参加宜しくお願いします。メークアップにな

ります。 

 

【環境保全委員会】    委員長 大賀睦朗 

 ５月２日(土）お城まつり翌朝６時～７時、

みんなで美しい人吉づくりプロジェクトの一環

として「春のクリーン人吉早朝清掃」が計画さ

れています。人吉ロータリークラブの清掃場所

は相良護国神社周辺になります。清掃用具、軍

手等が必要です。参加はメークアップになりま

す。ご協力をよろしくお願い致します。 

 

【地域発展委員会】    委員長 浅野 強 

 再度のお願いです。地域の発展のために尽く

しておられる個人及び団体の推薦がございま

したら委員会までお知らせください。 

 

 

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 水野虎彦幹事より「有限会社ミズノ」設立

１０周年を記念して、Ｒ財団、米山記念奨学

会、人吉ＲＣ奨学基金委員会へご寄付があり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  72.41％ 

欠 席 者 数 16名  4 / 1 出 席 率 55.17% 

出 席 者 数 42名 補 填 数 13名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  77.59% 

＊届け出欠席  川越・新堀・小林清・塚本・馬場・戸髙・尾上 

        大久保・外山・友永・丸尾・田上・下田・中村 

        塚本・堀川        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ 地区大会；安達･板井･岩井･北･小林祐･中川･ 

             延岡･漆野･渡辺･山賀  

        地区研修協議会；内藤･戸髙･有村          
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【会長部会】    

      会長エレクト 本田 節 

 

 

 

前田眞実ガバナーエレクトの地区スローガンと

具体的な取り組みについて  

 地区スローガン 

 『学ぶ・守る・育てる・未来へ向けて』 

①Ｒ財団100周年を記念した事業の推進  

 （寄付金、記念事業等）  

②会員の増員 実質３%ＵＰ  

③職業奉仕について学ぶ  

④ＩＴについて学ぶ  

⑤ロータリーの基本について学ぶ  

⑥青少年奉仕活動の充実  

⑦グローバル補助金を使った事業の推進  

⑧地区職業奉仕プロジェクトの実施  

⑨地区運営の明文化  

⑩Ｅクラブの立ち上げ  

⑪地区学友会の立ち上げ  

⑫表彰の充実  

 

・アンケートで多かった会長の時間について  

①ガバナー月信を熟読し、ガバナーの方針、活 

 動を伝える。 

②ロータリーの友を読み、その中から全国の 

 ロータリーの活動を紹介し、各クラブの気運 

 を上げる。 

③ロータリー活動とは。という（OBJECT OF RO 

 TARY）について話す。 

④職業分類による会長の専門的かつ個人的な活 

 動や考え方を示す。 

上記、４週やるとよいのではないかとのアドバ

イスをうけた。  

【管理運営部会①】   

   次年度管理運営委員長                    

        井手 富浩  

                    

 地区クラブ奉仕 木下委員長

司会の元、地区管理運営上野

部門長の挨拶、木下委員長に

よる地区委員の紹介で始まり

ました。上野部門長の運営方針は、「ロータ

リーをエンジョイし、クラブの活性化を図ろ

う」をスローガンに、当委員会は、親睦、出

席、会報、プログラム等に関する情報を収集

し、クラブに伝え、効果的な活動が出来るよう

支援するのが役割であり、具体的には、細則の

変更等{３年に一度、規定審議会（本年４月）} 

10月に報告予定、地区セミナーの実施{会員増強

と合同で、5/14（熊本）5/22（大分）}、 親睦

の企画と実施、出席確認、出席率（ホーム、メ

イクアップ、修正）等が地区委員会の役割であ

り、会社で例えるならば、社長（ガバナー、ク

ラブ会長）の方針に基づき、総務部の働きを、

会員増強は営業部となる。 

 「ロータリーをエンジョイし、クラブの活性

化を図る」には、 

１.まずは出席する。 

 例会・他クラブへの訪問・各セミナー、ＩＭ

への出席・地区大会、協議会、国際大会への出

席など、出席率向上を推進する。数字は嘘をつ

かない、楽しければ出席し、会員増強につなが

る。 

２.時代にあったロータリーの運営。 

 古いものと新しいものとの融合（温故知新） 

Ｅクラブ、ＩＴなどの活用。ロータリーの歴史

を学ぼう、ロータリーの目的や価値観、原理原

則は不変でも、時代の変化と共に常に変わって

いかなければならず、クラブに魅力がなくなれ

ば、会員は退会してゆく。 

３.魅力的な例会作り。 

 例会はロータリーの道場であり、知的興奮の

場であり、その感動した気持ちを持って、奉仕

活動を実践する。「入りて学び、出でて奉仕せ

よ」自分のクラブで誇れるものを生かし、他の

クラブの事をもっと知ろう。 

４.効果的なクラブ作り。 

 クラブの現状を解析し、会員とのコミュニ

ケーションを密にして、戦略計画を策定する。 

「自分から向上心を持たなければ、他人には伝

わらない」「ロータリーの出会いに感謝、最高

の喜びは出会いだ。」 

 その後、早水地区研修委員による「My Ro-

tary」及びクラブセントラルの活用についての

説明があり、より多くの会員が「My Rotary」に

てアカウント登録を行い、会員専用ツールであ

る「クラブセントラル」を活用する必要がある

   国際ロータリー第2720地区 

      地区研修・協議会 報告① 
   平成28年4月10日(日) ホルトホール大分 
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が、現状では、登録がうまくいかなかったり、

周知が進んでおらず、有効活用されていないの

で、具体的な問題解決マニュアルで解説して頂

いた。 

 最後に上野部門長いわく、「神のおつげ」と

称される本田パストガバナーによる「ロータ

リーの心と歴史」の卓話を頂きましたが、その

内容につきましては、取材を専門分野とする、

石蔵委員長に報告して頂きます。ありがとうご

ざいました。 

 

【管理運営部会②】    

            次年度管理運営副委員長                    

                   石蔵尚之  

 次年度井手委員長の続きを報告します。 

 続いて「ロータリーの心と歴史」と題しまし

て、本田光曠パストガバナーのお話がありまし

た。まず、ＲＩについてはヨーロッパのロンド

ンを５０番目に認証することにより国際ロータ

リーの歩みを本格的にスタートさせたこと、熊

本においては熊本ロータリークラブに続いて当

クラブが２番目に国際ロータリー認証を受けた

ことなど歴史をひもとかれました。それを踏ま

え、各クラブにおいては、ロータリーバッジだ

けでなく身分を証明するＩＤカードや手帳の携

帯、会長交代の折にＲＩ認証状の伝達式を行い

クラブ創立の精神を引き継ぐことなどを例に挙

げられ、原点を顧みることの大切さを説かれま

した。 

 また、メイクアップはロータリアンの学びの

機会であると同時に、来訪者を迎え入れるクラ

ブにとっても来訪者により鍛えられる場とな

り、双方にとってメリットは大。魅力と活力あ

る例会のためにはメイクアップが効果的だと述

べられました。 

 

【会員増強部会】    

           次年度会員組織増委員長                    

                  岩井和彦 

 地区委員の紹介後、方針説明・職業分類アン

ケート調査結果について・会員増強について・

会員維持について・新会員研修会について、と

細かく10分～15分に分けて協議会が進行されま

した。 

 特に会員増強と会員維持については委員長か

ら会員増強に成功したクラブや失敗したクラブ

に意見を求められ、いろんな意見が出て大変勉

強になりました。成功例で行くと、ライオンズ

会員のご子息やＪＣにターゲットを絞るや、最

終的にはその年の会長の意欲次第という意見が

出ていました。失敗例で行くと殆どが人口減少

の上、地区内にロータリークラブやライオンズ

クラブが多数混在し、会員獲得が大変厳しいと

いう意見でした。これから次年度の会員増強・

維持について私も勉強していかないといけない

と身に染みた会議でした。 

 

【社会・国際奉仕部会】    

            次年度国際奉仕委員長                    

                  有村隆徳

“小さな資金で大きな奉仕”とのタイトルで、

グローバル補助金の申請から承認まで実践・実

例報告の講演がありました。その内容は下記の

通りです。 

 別府北ロータリークラブ５０周年記念事業と

して「人道的活動：疾病予防と治療」のプロ

ジェクトを実践しました。 

 別府北RCとＲＩ 2660地区、大阪茨木西RC、大

阪柏原RC、タイのRI3350地区バンコク、クロン

トイRC(他19クラブ）でマッチンググラントのシ

ステムを使い、グローバル補助金制度により、

タイの貧困な腎臓病患者に医療サービスをする

プロジェクトを実施しました。具体的には、バ

ンコク、トンブリ地区内公立病院に「人口透析

器２台」を寄贈し、増加し続ける透析患者の需

要に応える。また、引き続き医療従事者と地域

住民に対し、疾病予防などの啓発キャンペーン

を実施します。グローバル補助金（ＧＧ）を利

用して総額ＵＳ＄94,479(¥11,300,000）のプロ

ジェクトを実現した。 

 最後に、今後グローバル補助金を活用される

クラブはいつでも情報を提供しますとのことで

した。 

 

 

寄贈内容 総事業額 現金拠出金・DDF／WF内訳     

        （US＄）  

 

１. 2016.3.4 

 人工透析器2台    

 寄贈  

     79,425 

 

２. 2016.3.4 

 セミナー実施 

       4,914 

 

３.予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

  2回分      

     10,140 

  

 

合計：   

 US＄94,479 

 ￥11,300,000 

3350地区タイ国 

クロントイRC 

  他19クラブ 

（拠出金・DDF・WF） 

3,755 

 

 

  【寄贈先】 

 ソムディック 

 ピラピンクラオ 

  公立病院 

 

 

１．人工透析器 

       ２台 

 

２．.急性腎臓病に 

    関するセミナー 

  を開催する 

 

３．.腎臓病予防ｷｬ 

    ﾝﾍﾟｰﾝを患者と 

   地域住民のた 

   めに開催する  

①別府北RC（拠出金） 

②茨木西RC  〃 

③大阪柏原RC 〃 

④RID2720 （DDF） 

⑤RID2660  〃 

WF ①②③×50％ 

WF ④⑤×100％ 

調整金 

合計 

 

5,000 

2,000 

1,000 

29,462 

10,000 

4,000 

39,462 

▲200 

94,479 
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【社会・国際奉仕部会】    

           次年度社会奉仕委員長代理                    

                     延岡研一 

 国際ロータリーの奉仕の重点分野に基づき、

社会が求めている奉仕のニーズの掘り起こし

や、それに対するアプローチの方法など、各ク

ラブの事例を参考に、更なる奉仕活動の充実を

図りたい。 

 また、地区のスローガン「学ぶ・守る・育て

る・未来に向けて」のもと、ロータリーの奉仕

とは何か?どうあるべきなのか？なぜ実践するの

か？次世代にどう繋げていくのか？を討論して

いきたい。 

 なお、職業奉仕部門との合同セミナーを10月

29日に開催する予定です。 

 

【青少年奉仕部会】    

            次年度青少年奉仕委員長                    

                     漆野智康 

 青少年奉仕はロータリーの５大奉仕の一つで

あり会場は満員でした。インターアクト委員

長、ローターアクト地区代表からそれぞれの現

状と課題について報告があり、いずれも会員が

減少しており、クラブの存続が大変難しくなっ

てきているとのことでした。広報委員会との連

携により、アクトの魅力を発信していく仕組み

作りが大切だと報告がありました。 

 本渡ＲＣからは、留学制度についての話があ

りましたが、対象が未成年でもありトラブルに

対する対応に苦慮しているとの報告がありまし

た。以前はクラブ間同士での留学でしたが、現

在では保険等の問題もあり地区を通しての留学

制度となっているそうです。RYLAの報告等もあ

りました。ガバナーやパストガバナーの話を聞

いてのディスカッション形式の研修で、そのよ

うな研修はなかなかありませんので、機会があ

ればわが社の社員も派遣したいと思いました。

今年は９/３～９/４湯布院で開催されます。 

 今回の研修では午後からのプログラムであり

ながら一睡もせず参加できました。 

 人吉ＲＣでは青少年奉仕の一環で奨学金制度

を設けてあります。将来のリーダーを育成する

ために継続発展させていく仕組みを考えていか

なければと改めて考えた研修会でした。参加さ

せていただき有難うございました。 

 

【米山記念奨学部会】    

    次年度米山記念奨学委員長                    

              有馬宏昭 

 

内容 

秋山 実委員長（杵築RC）から活動方針と計画の

発表 
米山記念奨学委員会 熊本中央RC坂口滋一副委員長 

米山学友委員会 大分キャピタルRC 高倉康弘委員長 

米山資金推進委員会（新設)  宇城RC土谷壮司委員長 

米山奨学生選考委員会（新設）宇土RC丘 清哉委員長 

から現状と課題、具体的な活動方針と計画の発

表があった。 

講評 米山記念奨学会 赤山武興評議員 

現状（2720地区） 

個人平均寄付額は34ブロック中28位 

全国平均  15,996円 

    （普通4,747円＋特別11,249円） 

第2720地区11,935円 

        （普通5,183円＋特別6,752円） 

人吉ＲＣ 11,857円 

    （普通6,047円＋特別5,810円） 

特別寄付ゼロクラブが16クラブある。 

課題と対策 

①卒業後連絡が取れない…学友会による卒業生 

 の管理 

②遠方クラブに奨学生を派遣できない。・・・ 

 遠方にも学友が卓話 

③奨学期間が終わると交流がなくなる。・・・ 

 ロータリー行事への誘い 

活動計画 

①9月17日（土）に米山記念奨学セミナーをロー 

 タリー財団セミナーと合同開催 

②寄付金目標額１５，０００円 

 特別寄付ゼロクラブをゼロにすること。 

まとめ 

米山奨学事業は将来、日本と世界を結ぶ「架け

橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運

動の良き理解者となる「人材を育成する」こと

です。人吉ロータリーの皆さんのご理解と御協

力が得られますよう、奨学生や学友の卓話を通

じ米山奨学事業を身近に感じていただけるよう

な活動の必要性を痛感した部門会でした。                           

 

【青少年奉仕部会】 

      現・次年度ローターアクト委員長 

                 平田フク 

 先ず、地区研修の意味が 昨年出席していな

くてわからず、今回も身体の調子が悪く断りま

したが、葉山次期幹事より、欠席するならば伊

久美パスト会長に座っていただくことになる

よ、と言われ、それは出来ないとクスリを飲み

飲み出席しました。 

 青少年奉仕部門の中のローターアクト活動で

あることを充分認識しました。今年一年の目標

として、既存の概念にとらわれず、本来あるべ

き姿へとローターアクト活動の見つめ直し、国

際奉仕活動への積極的な取り組み、自クラブ 

ロータリーファミリーの関係強化、インターア

クト・ライラ、青少年奉仕全体としての連携強

化などをあげられました。 

 次年度の2720地区全体のアクト人数が卒業な
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どの理由で137名から20名が退会となり117名にな

ることから各クラブ増員に力を入れることが優

先だと感じました。 

 バス中と人吉ナイトは楽しい時間でした。ご

想像におまかせします。ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・本田会員 昨日の祝賀会におきましては、延 

 岡会長にはたいへんお世話になりました。ま 

 た多くの会員の皆様にご出席いただき感謝い 

 たします。              

・延岡会長 本田さんの祝賀会、大変盛り上 

 がって良かったですね。これからも多方面で 

 のご活躍を！！            

・伊久美会員 本田節次年度会長の総務大臣表 

 彰心からお祝い申し上げます。沢山の人々か 

 ら祝福され喜びも大きかったことと拝察いた 

 します。               

・有村会員 昨日の本田さんの祝賀会に多くの 

 ロータリアン出席ありがとうございました。 

 パーティの時に地震が無くて本当に良かった 

 です。                

・安方会員 本田節さん総務大臣賞受賞の祝宴 

 感動いたしました。今後の活躍を祈念してい 

 ます。又、色々とご教示をお願いします。 

                    

・山口会員 仕事で早退します。     

・北会員 早退します。         

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・高山会員 孫が西瀬小学校に入学しました。 

 わずか２４名だそうです。私が卒業した東小 

 学校が150名位かなと聞いたら、70数名だそう 

 で。私の時は400名近くいましたので、まさに 

 びっくりポンでした。         

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文        

 

〈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。                

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・鳥井会員 先日人吉ロータリー奨学生の第２ 

 回生給付式を終了いたしました。本人は元よ 

 り保護者からもていねいなお礼の言葉があり 

 ました。人吉新聞にもやわらかい丁重な記事 

 として載せていただきました。会員の皆さん 

 のご協力に感謝します。        

 

 

 

       点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  

 
   


