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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「奉仕の理想」 
 
司会･進行  岡 啓嗣郎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介 
 
       芦北ＲＣ    本田 泰生 ガバナー補佐 

              （熊本第６グループ） 

 

 

      会長 延岡研一 
 

 先週の賀寿会は大変にぎわいまして、お祝い

を受けられた方も２次会、３次会と結構遅くま

で楽しんだ方もおられたようで、これからも元

気いっぱい人生を楽しんで行って下さい。 

 原田委員長はじめ親睦委員会の皆様、お世話

になりました。本年度は、月見例会と花見例会

も行いましたので、例年以上に活躍して頂き、

本当にありがとうございました。 

 今週、来週と年度最終のクラブ協議会です。

各委員会、計画通りに進んだ委員会、進まな

かった委員会とあったかと思いますが、１年間

大変お世話になりました。ありがとうございま

した。反省点も踏まえて次年度の各委員会に反

映して頂ければと思います。 

 さて、３年に一度開催される規定審議会が４

月９日～15日、アメリカのシカゴで開催され、

より多くの柔軟性や裁量がクラブに与えられる

事になりました。今日はその一部を紹介します

が、ベテランロータリアンには驚愕の内容と

なっております。（一部紹介します） 

 実は、クラブ定款・細則の改正が必要なので

すが、先に述べましたように、また、一部紹介

しましたように、クラブの裁量の部分はじっく

りと練る必要がありますので改正については次

年度に引き継ぐ事としました。これは決して逃

げた訳ではございません、と言い訳じみていま

すが、ご了解ください。 

 詳細はMy Rotaryとロータリージャパンのサイ

トで確認できます。 

 

   幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・日田中央RC創立40周年記念式典の再案内 

  H28年11月18日（金）18時～ 

  マリエールオークパイン日田にて 

 元々4月23日に開催予定で７名の登録済。  

 そのうち参加できない方は代理を立てて頂く 

 か、代理が出来ない場合は記念誌経費を差し 

 引いた10,000円を返金で処理させて頂きたい 

 とのこと。 

・次年度へ向けて各委員会会合について 

 現在会合が開催されているところですが、管 

 理運営・奉仕プロジェクトの２つの部門の出 

 欠の返信を頂いております中、片方のみ出席 

 される場合、出欠をあべこべに返信頂いてい 

 るケースが希にございます。お帰りになって 

 今一度ご確認下さいますようお願い申し上げ 

 ます。また、会合の当日にキャンセルされる 

 場合、午後に連絡頂いた場合、キャンセルが 

 効かないこともございます。キャンセルのご 

 連絡は出来る限り午前中までに頂きますと助 

 かります。キャンセルが効かない場合は会費 

 の請求をさせて頂く場合もあるかもしれませ 

 ん。どうかご了承願います。 

【掲示物】 

熊本県くらしの安全推進課青少年班 

「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発 

通算２８９５回 第４５例会 

 ２０１６年  ６月１０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、本田Ｇ補佐挨拶、寄付の申し出 P ２ 

出席率報告、会務報告 寄付カード Ｐ２ 

クラブ協議会（最終報告） 前半 Ｐ３～４    
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広報ポスター 

ＲＩ第2720地区 野田ガバナー・前田ガバナー

エレクトより熊本・大分地震義援金お礼状 

【例会変更・取止め】 

・熊本東RC6月28日（火）19:00～ 

      熊本ホテルキャッスルへ変更 

 

【本田泰生ガバナー補佐挨拶】 

  いよいよ最後の訪問となりま

した。この一年皆様にお世話に

なり無事役を終える事に感謝申

し上げます。 

 ７月31日野田ガバナーの人吉

ＲＣ公式訪問に始まり、10月18

日芦北での熊本第６グループＩ

Ｍ、永田ガバナーノミニ―の講演とうたせ船。

良き思い出が出来たことを嬉しく思います。11

月1日多良木総合グランドでの知的障がい者陸上

競技大会では一生懸命走る投げる跳ぶ姿。表彰

メダルをかけられた全員の姿に感動を憶えた次

第です。3月26・27日熊本での地区大会。 4月

10日大分での地区研修協議会。その4日後、熊本

大地震。さっそく本田会長エレクトはじめロー

タリアンは炊き出し・物資供給のボランティア

など本当に頭の下がる思いです。一日も早い終

息と復興を願わずにはいられません。 

 最後になりましたが、延岡会長、水野幹事、

一年間お疲れ様でした。60周年をひかえた次年

度の片岡ガバナー補佐、本田会長、葉山幹事を

盛り上げて下さい。人吉ロータリークラブの

益々の発展を祈念して御礼の言葉にかえさせて

頂きます。 

 

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 井手富浩会員より、共生電設株式会社２０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。 

 

 

 

 

 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

【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〉  

・本田ガバナー補佐            

・延岡会長 本田ガバナー補佐、1年間大変お世 

 話になりました。来年は当クラブから片岡ガバ 

 ナー補佐を輩出しますので、ご協力よろしくお 

 願いします。井手会員、会社２０周年本当にお 

 めでとうございます。今後共宜しくお願いしま 

 す。                                   

・伊久美会員 本田ガバナー補佐、一年間ご苦労 

 様でした。                             

・山口会員 6月3日、傘寿の祝いをしていただき 

 ありがとうございました。これから先何年生き 

 られるかわかりませんが、どうかおつきあいの 

 程お願いします。                     

・中島会員 賀寿の御祝いありがとうございまし 

 た。米寿目指して頑張りたいと思っています。 

 今後共よろしくお願い致します。      

・大久保会員 先週は賀寿の御祝いをしていただ 

 きましてありがとうございました。今後もどう 

 ぞ宜しくお願いいたします。           

・板井会員 先日は賀寿会にて傘寿のお祝いをし 

 て戴きまして誠にありがとうございました。今 

 後は健康等に充分留意して何事にも頑張ってい 

 きたいと思います。今後もお付き合いの程宜敷 

 くお願い致します。                   

・井手会員 先日6月3日の賀寿会では還暦の御祝 

 いを盛大に催して頂きありがとうございま 

 した。                                

〈Ｒ財団委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文              

〈米山記念奨学委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文              

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 本田ガバナー補佐のご来訪ありがと 

 うございます。                         

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文              

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  第４回クラブ協議会（年度最終報告） 前半 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】(本田節委員長） 

 RIロータリー戦略計画を基に2ヶ月に1回の割合

で会議を開催いたしました。一つの大きな議題と

して、中川実行委員長を主として、60周年に向け

ての概略計画の組み立てについて話し合いを行い

ました。決定事項は以下の通りです。 

 日程：平成29年5月20日開催 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  77.59％ 

欠 席 者 数 13名  5 / 2 7 出 席 率 81.03％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数 1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  82.75％ 

＊届け出欠席  和田・武末・渡辺・中川・中村・堀川・大久保 

        原田・田上・塚本・小林祐・岡・尾上        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；人吉ＲＡＣ例会 武末         
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 会場：式典（カルチャーパレス） 

    懇親会（あゆの里） 

なお、実行委員長の立ち上げは、8月頃の予定と

なっております。2つめは、当クラブより片岡次年

度ガバナー補佐第６グループのＩＭについてで

す。前田眞実ガバナー補佐の講演と懇親会を実施

いたします。 

  日程：平成28年9月24日 会場：あゆの里 

 

【クラブ管理運営委員会】（本田節委員長） 

 本年度は、会長エレクトとして、クラブ管理運

営委員長を務めさせて頂きました。延岡会長のス

ローガン「ロータリーの贈り物を届けよう～まず

は自分自身に、そして周りの人たちに～」のも

と、クラブ管理部門の出席、親睦、ＳＡＡプログ

ラム、ニコニコの委員会の密接な連携のもと、一

年間充実した例会であったと感謝申し上げます。  

出席率を向上させるための例会プログラムの組み

方も、大変良かったと思います。また、会員増強

をはじめ、クラブ広報雑誌、クラブ会報、すべて

の委員会の皆様の内部・外部に向けての除法発信

と公共イメージアップと認知度の向上につながっ

たと思います。一年間、クラブの効果的な運営の

ためにご尽力いただきまして、誠に有り難うござ

いました。延岡会長のもと、地区開催の研修会に

参加させていただき、多くのプレゼントを頂きま

した。 

 

【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、新会員

の新堀会員1名だけでしたので、入会直前に実行し

ました。Ｒ情報卓話は11月6日の例会時に私片岡が

「女性会員について」と題して行い、2月26日のRI

創立記念例会に中川R情報委員による「RI創立記念

卓話」を行いました。Ｒミニ情報の週報への掲載

は、浅野会員により週報の空きスペースに掲載を

いたしました。それから、新会員のための情報集

会は、11月21日熊本第6グループの5クラブ合同

で、人吉クラブ主催にて、実施しました。会場は

サンホテル人吉、25名の参加を得て2時間半の勉強

会、その後懇親会を開催、盛況のうちに終了しま

した。以上が、Ｒ情報委員会の報告です。 

 

【ＳＡＡ】（石蔵尚之委員長） 

 2本の柱で取り組んで参りました。そのひとつは

例会の「品位」を保つこと、そして例会がスムー

ズに進行するための会場監督と設営です。品位に

つきましては、進行の妨げとなるような私語など

ありませんでした。我が人吉ロータリークラブ

の、大いに誇っていい歴史と伝統を改めて感じた1

年でした。会場監督と設営につきましては、来訪

者に対しておもてなしの心で接することができた

と思います。一方、席替えについては細やかさに

欠けたことが反省点です。田上副委員長がお仕事

の都合上、活動を共にできなかったことは残念で

すが、新堀委員、中村委員、内藤委員には毎回の

準備物の配布や後片付け、ソングリーダーを持ち

回りで担当していただきました。有難うございま

した。また、パスト会長の和田委員には様々なア

ドバイスをいただいたほか、準備や音響機器の操

作など八面六臂のご活躍で支えていただきまし

た。有難うございました。8月、委員会メンバーの

春木久江様がご逝去されました。ご入会6カ月とい

う短い間でしたが、ソングリーダーとして壇上で

華やかに指揮棒を振るわれた姿が目に焼き付いて

います。改めてご冥福をお祈りいたします。   

 最後に、次年度への積み残しとしてしまいまし

たが、表面の傷みが目立ってきました演台の修繕

が心残りです。そのほか、気になった点は、来訪

者の中に食事をとられなかった方がいらっしゃっ

たことです。例えば、食物アレルギーの有無など

を事前に確認することでメニューは変更できたか

もしれません。下田委員長にはご検討していただ

ければ幸いです。何とか1年間、大過なく務めるこ

とができましたのも会員各位のおかげです。有難

うございました。 

 

【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

た計画に基づき、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、

9/17内藤会員、10/30安方会員1/19に竹長会員、

2/12新堀会員全員が済みました。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したが、愛甲会員に進

行して頂く事が出来ず、残念ながら計画を全うす

る事が出来ませんでした。 

 

【ニコニコ箱委員会】（永尾禎規委員長） 

 今年度のスマイル目標を150万としておりました

が、6/3現在で124万です。あと残り半月あります

ので皆様に何か良い出来事などございましたらニ

コニコへお願いできればと思います。 

 当初、ニコニコカード発表を私でやっておりま

したが、委員で交替してやるように会長から指示

が有りましたので、その後は交替してやって参り

ました。一年間不備な点が多々ありましたことを

お詫び申し上げます。皆様の委員会へのご協力に

心より感謝申し上げます。 

 

【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きました。出席率向上の施

策として、例会での出席率報告の後に2週後くらい
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までの例会予定をお知らせしてきました。また無

届欠席につきましては、前週の例会で余っていた

食事の数を報告してきました。毎例会1～3人分ほ

どお食事が残っておりました。前年度どれくらい

の無届欠席があったかデータが無いため比較はで

きませんが、無届（うっかり無届）欠席を減らす

ことが出来たのか少し疑問符が残ったまま今年度

が終わろうとしています。以上、1年の反省を含め

報告します。 

 

【会員組織増強委員会】（北昌二郎委員長） 

 会員組織増強委員会は、70名目標にやってきま

したが、その目標は達成することが出来ませんで

した。但し、会員にふさわしいと思われる方の数

名には、パンフレット等を配布していますので、

次年度委員長に引き継ぎたいと思います。本年度

は１名の入会に終わりましたが、その働きぶりは

数名分に相当するのではと思われるほどの活躍で

あることが何よりの救いであります。  

１年間ありがとうございました。 

 

【職業分類委員会】（川越公弘委員長） 

 会員組織増強委員会、会員選考委員会と協力

し、委員の皆様のご協力で本年度は開放分類数

218、充填数60、未充填数158でスタートし、1名の

分類審査を行ないました。１名の入会、２名の退

会で、未充填が157になりました。会員の皆様一年

間御協力ありがとうございました。 

 

【会員選考委員会】（堤 脩委員長） 

 会員選考委員会は委員5名からなる構成ですが、

釜田委員が出席免除で実質4名での活動でした。 

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、職業的に

また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。その後直

ぐに入会され立派な女性ロータリアンとして活躍

されています。今年度は１人だけに終わりと思い

ましたが6月中にもう１人あるようです。その他に

昨年８月４日石亭の館で家庭集会を開催いたしま

した。以上報告をおわります。 

 

【クラブ広報委員会】（村田武澄副委員長） 

 クラブ広報委員会は公共イメージと認知度向上

のため、クラブの活動や役割の広報とクラブへの

理解が深まるような広報活動をとおし更に地域社

会の支持を得ることを年度の方針として活動しま

した。年間の主な活動等は、昨年7月の官公署等の

表敬訪問を実施を皮切りに、昨年6月末の当クラブ

ホームページのサイト移転に伴う会員の入退会に

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や

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、当ク

ラブホームページの毎週の「お知らせ」の更新と

フェイスブックへの投稿も一部実施しました。  

 その他の広報活動として、昨年11月実施の「知

的障がい者陸上競技大会」模様を、当クラブの

フェイスブックへ掲載し、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

て頂きました。併せて、今年度一つの大きな目標

であったロータリーの友にも投稿し、2016年3月号

のロータリー・アットワークに掲載されました。 

 また、パブリシティとして、地元の「ひとよし

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」に掲載して頂きました。僅かでしょう

が、人吉ロータリークラブの認知度向上に貢献で

きたかなと考えています。以上が主な活動報告で

す。 

 

【雑誌委員会】（竹長一幸委員長） 

下半期の活動内容を報告します。 

①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。1月・3月・5月は竹長、2

月は渡辺会員、4月は安方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。 

②ロータリーの活動を広く皆さんに理解していた

だく為に、読み終わった雑誌を事業所内の休憩所

などに配布していただくようにお願いしました。

反省点として、1年間で12回紹介する機会がありま

したが、自分で6回も紹介してしまいました。本来

なら出来るだけたくさんの方に紹介していただき

たかったが、なかなかタイミングが合わずにお願

いすることが出来ませんでした。 

1年間お世話になりました。 

 

【クラブ会報委員会】（青木一幸委員長） 

・会報発行も残すところ１か月となりました。事

務局の緒方さんには大変お世話になりました。こ

の場を借りて御礼を申し上げます。 

・当委員会は会員間の情報の連携・共有化を促進

することで、クラブ活動のより一層の活発化を図

ることを目的に一年間活動して参りました。 

・具体的には、毎月初めに向こう３か月の行事予

定を書いた一枚ものを会報に差し込むことで、会

員の各種行事に向けての事前の予定立てを行いや

すくしました。また、会報を見やすくする工夫と

して巻頭に目次を入れるように見直しました。 

・また多忙な中でも会報に目を通しやすくする手

立てとして、ゲストの講演については、話された

内容をそのまま話し言葉で掲載するのではなく、

状況に応じて講演内容のポイントをまとめた形で

掲載する等の対応を行いました。 

・まだまだ改善の余地があろうかと思います。今

後とも会員の皆さまからご意見をいただく中、会

報をより良いものにブラシュアップいただけば幸

いです。 

 

          閉 会 

 


