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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 水野ＳＡＡ副委員長 
       

           

  国 歌「君が代」        

  Ｒ Ｓ「我等の生業」 

 

 

 

 

 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   本田 節 会長 
 
   熊本第６グループガバナー補佐 片岡啓一 

                 （人吉ＲＣ） 

         人吉中央ＲＣ 宮原 正名  会長 

                村田 優子  副会長 

                片山 久美子 幹事 

                平野 隆三  副幹事 
 
 

      会長 本田 節 
 

 本日は人吉中央ロータリークラブの宮原会

長、村田副会長、片山幹事、平野副幹事のご来

訪ありがとうございます。１年間どうぞ宜しく

お願いします。 

 ７月１日夜の第一例会 新旧理事役員歓送迎会

では、ロータアクトクラブ山崎会長をはじめ大

勢のアクター参加により賑やかにスタートが切

れたことに感謝します。青木親睦委員長さんの

初仕事で大変お世話になりました。 

 又、石蔵会員には７月２日の人吉新聞におい
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て恒例の新役員表敬訪問紹介、私の抱負と新役

員を掲載していただきありがとうございまし

た。今年度は60周年という節目であり、より一

層の公共イメージ向上のため、広報の程宜しく

お願い致します。 

 まず、本日は本年度のＲＩ会長

ジョン・F・ジャーム氏についてお

話を致します。今年度ＲＩテーマ

は、“人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ

リー”です。ロータリー歴40年、

職業分類はエンジニアリングコン

サルです。1976年にアメリカ・テネシー州チャ

タヌーガ・ロータリークラブ（RC）に入会した

ジャーム氏は、「1983年にクラブ幹事を頼まれ

るまで、例会に出席する以外は何もしていな

かった」と言います。その後、ポリオ募金キャ

ンペーンの地区共同委員長に就任し、それから

ロータリー漬けの日々が始まり、積極的になれ

ばなるほど素晴らしい活動を目にする機会が増

え、もっと関わりたくなられたそうです。以

来、ＲＩ副会長、ＲＩ理事、ＲＩ会長となられ

ました。ジャーム氏のこれまでの業績で一番知

られているのが、「ロータリーの２億ドルの

チャレンジ」の指揮に当たられ、2011年世界中

のロータリアンからポリオ予防接種の為に目標

額を上回る2億2870ドルを集められた事です。

まさにポリオ撲滅のための募金キャンペーンの

リーダーでありました。本年、“ロータリー財

団100周年”という節目のＲＩ会長就任は必然

であったろうと思います。 

ジャーム氏の就任中の目標は、 

①ポリオの撲滅であり“あと少し”を“ゼロ” 

 にする事。 

②地域に奉仕する会員を増やす事。 

③他の団体や財団とのパートナーシップ。 

だそうです。 

 そして、リーダーとして大切にされている

ルールは“聞き上手”であること、人にモチ

ベーションを与え、励まし仕事を任せやる気を



 2 

引き出しうまくコミュニケーションを図る事だ

と言われ、ロータリアンとしての中核となる資

質と人格について示唆されており、私自身も肝

に銘じ、素晴らしいジョン・F・ジャームＲＩ会

長、前田眞実ガバナー、片岡啓一ガバナー補佐

のもと、１年間会長としての責務を果たしてい

きたいと思います。 

 本日はクラブ協議会のクラブ管理運営部門で

すので、これで会長の時間を終わります。 
     

    幹事 葉山稔洋 
 

【連絡事項】 

・宇佐RC創立50周年記念式典案内が届いており 

 ます。期日;10月23日参加の方は事務局まで。 

・9月3日開催の2016～2017年度RYLAセミナー受 

 講者募集が届いております。青少年奉仕漆野 

 委員長及び平田RAC委員長にお渡しします。 

・7月31日開催の国際ロータリー第2720地区 第 

 32回（2016～2017年度）インターアクト年次 

 大会の案内が届いております。青少年奉仕漆 

 野委員長及び平田RAC委員長にお渡しします。 

・国際ロータリー2720地区前田ガバナーから熊 

 本・大分 地震義援金の使途について意見を 

 求める書類が届いておりますので本田会長に 

 お渡しします。 

・人吉暴力追放協議会総会の案内、本田会長に 

 お渡しします。  

・人吉市国際交流会から一井正典「星雲の志」 

 育成事業全体報告会についてご案内がありま 

 したので有村国際奉仕委員長にお渡しいたし 

 ます。 

・人吉市から「みんなで美しい人吉づくり」環 

 境美化行動実施について書類が届いておりま 

 すので村山環境保全委員長にお渡しします。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から 

 2016年度上半期普通寄付のお願いが来ており 

 ます。速やかに処理し一応書類は有馬米山 

 記念奨学委員長にお渡しいたします。 

・人吉市国際交流会から年会費の協力について 

 案内が届いておりますので第１回理事会で承 

 認頂いておりますので処理致します。 

・荒尾RCから新年度の2016～2017年度理事・役 

 員名簿が届きました。掲示しますので確認く 

 ださい。  

・家庭集会の日程表を各委員長さんにお配りし 

 ておりますが、来週の例会時までに日程を調 

 整し連絡下さい。 

    

【回覧/配布物】 

 人吉医療センター月刊誌「翔」６月号 

 ガバナー月信2016.07 

 

 

 委員長 内藤靖雄 

 

【来訪者挨拶 人吉中央ＲＣ】 
 

   ご来訪ありがとうございました 

 

【来訪者挨拶 片岡啓一ガバナー補佐】 
 

 本年度、国際ロータリー第

2720地区第６グループのガバ

ナー補佐を仰せつかりました

片岡です。ロータリー歴は３

３年になります。これまでの

んびりとロータリーライフを

楽しんできましたが、この度

の大役に緊張で身の引き締まる思いでおりま

す。そして昨年１０月２日に開かれました

「第１回ガバナー補佐研修会」に始まり、こ

れまでに５回の大分での研修セミナーを受け

てきましたが、次第にガバナー補佐としての

責任の重さを痛感しているところです。しか

し、お受けした以上は、第６グループ内のク

ラブ会員の皆様のご協力と、特に人吉クラブ

の皆様のご協力をいただきながら、勤めを果

たしてまいりたいと思っておりますので、く

れぐれもよろしくお願いいたします。 

 さて、今年度のジョン・ジャームRI会長の

テーマ「人類に奉仕するロータリー」、そし

て前田ガバナーは「学ぶ・守る・育てる・未

来へ向けて」を地区スローガンとして、この

第2720地区を日本一の地区にするんだと張り

切っておられ、さらに１２項目の推進事業目

標を挙げておられます。そして「第2720地区

を日本一の地区にする」と情熱を燃やして取

り組んでおられ、大変な熱血漢であります。  

 ９月の公式訪問では、その熱血ぶりを示し

ていただけると思いますので、楽しみにして

会   員   数   62名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  88.14％ 

欠 席 者 数 7名  6 / 1 7 出 席 率 81.03％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数 7名 

免除会員出席者数 2名 修 正 出 席 率  93.10％ 

＊届け出欠席  有馬・有村・小林清・中村・大久保・田上・竹長        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；   

 次年度委員会；6/9～6/18 

        小林祐・友永・武末・大賀・鳥井・岩井・新堀       

宮原 正名 会長                       

村田 優子  副会長                                  

片山 久美子幹事                

平野 隆三  副幹事 
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ください。これらの目標を達成すべく、第６グ

ループのクラブ間の連携を密にして、情報交換

及び親睦を図って行きたいと考えております。

なお、今年度の第６グループのＩＭは、本年９

月２４日（土）に開催予定となっております。

より有意義な充実したＩＭとなりますよう、全

力で臨みたいと思っておりますので、会員の皆

様のご協力とご出席を心よりお願い申し上げま

す。 

 最後になりましたが、これから１年間、前田

ガバナーを中心とした地区と第６グループとの

絆が一層深くなることを私の目標として、水野

ガバナー補佐幹事と共に微力ではありますが努

力してまいりますので、お力添えの程、よろし

くお願い申しあげます。 

 

【親睦‐ゴルフ愛好会】 

   ～ 本田会長杯優勝目録贈呈 ～             

 本田会長から竹長一幸ゴルフ愛好会担当へ 

 

【寄付カード】    ﾆｺﾆｺ箱委員長 竹長一幸 
  
〈ニコニコ箱委員会〉  

・熊本第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ片岡啓一ガバナー補佐 

 クラブ訪問の２回目で、人吉クラブ訪問で 

 す。一年間よろしく!!               

・人吉中央RC宮原正名会長 一年間人吉RC会長 

  としてお世話になります。貴クラブ６０周年 

  事業を成功させるため微力ながらご協力させ 

 ていただきます。片岡ガバナー輔佐大変お世 

 話になっています。          

・人吉中央RC村田優子副会長 本年度人吉中央 

 RCの副会長を務めます。どうぞ宜しくお願い 

 致します。                          

・人吉中央RC片山久美子幹事 本年度幹事を務 

 めさせていただきます。どうぞ宜しくお願い 

 申し上げます。                      

・人吉中央RC平野隆三副幹事 本日はお世話に 

 なります。本年度の副幹事を務めることにな 

 りました。宜しくお願い致します。    

・本田会長 本日は人吉中央RCより宮原会長、 

 村田副会長、片山幹事、平野副幹事のご来訪 

 ありがとうございます。一年間宜しくお願い 

 致します。片岡ガバナー輔佐一年間お疲れ様 

 です。                              

・延岡会長  人吉中央RCの皆様、前年度は大 

 変お世話になりました。そういえば1年前、 

 人吉中央クラブさんに会長・幹事でご挨拶に 

 伺った際に水野幹事がロータリーソングのタ 

 クトを振らせていただいたのを思い出しまし 

 た。宮原会長、1年間頑張って下さい。人吉 

 の60周年の応援もよろしくお願いします。 

                                     

・堤正博会員 5月22日に開催しました繊月ま 

 つりの売上金を先日蒲島知事を訪問しお渡し 

 して来ました。熊本地震の復興に役立ててい 

 ただくようお願いして来ました。      

・葉山幹事 ○片岡Ｇ補佐とＧ補佐幹事の来訪 

 を記念して。○人吉中央ＲＣの宮原会長、村 

 田副会長、片山幹事、平野副幹事の来訪を記 

 念して。                            

・大久保会員 延岡前会長、水野前幹事、一年 

 間お疲れ様でした。今年度本田会長、葉山幹 

 事、外.役員の皆様、スタートおめでとうご 

 ざいます。一年間頑張って下さい。    

・渡辺会員 宮原会長、一年間頑張って下さ 

 い。すきを見て釣りに行きましょう。  

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中島会員 大変遅くなりましたが、前年度の 

 延岡会長、水野幹事、お疲れ様でした。今年 

 度の本田会長葉山幹事、頑張って下さい。私 

 の今年の委員会はＲ情報とＲ財団になりまし 

 た。宝石3つ付のバッヂ目指しています。 

                                    

・武末会員 本田会長、葉山幹事仲良く頑張っ 

 て下さい！Ｒ財団は100周年、記念すべきＲ 

 財団委員長は友永先生です。皆様！特別寄付 

 を宜しくお願いします。              

・宮原会員 本田・葉山丸の出航を祈念いたし 

 ます。                              

・友永会員 本年Ｒ財団基金の委員長となりま 

 した。一年間宜しくお願い致します。 

・岩井会員 人吉中央ＲＣの４名の皆様、よう 

 こそいらっしゃいました。歓迎します。宮原 

 丸の出航をお祝いします。            

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山記念奨学基金に特別寄付い 

 たします。                          

・平田会員 伊久美パスト会長より、年度初め 

 から毎回寄付すると１年間で50,000円になる 

 よと言われましたので米山に毎月頑張りま 

 す。                                

・有馬会員 人吉中央ＲＣ宮原会長、村田副会 

 長、片山幹事、平野副幹事、ご来訪ありがと 

 うございます。一年間どうぞよろしくお願い 

 申し上げます。                      

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・中川会員 宮原会長、片山幹事、人吉中央Ｒ 

 Ｃご就任おめでとうございます。ようこそい 

 らっしゃいました。村田副会長、平野副幹 

 事、宜しくお願いいたします。        

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 
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     第１回クラブ協議会 前半 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 

委員長）井手富浩 副）石蔵尚之 

委員）浅野強･伊久美寛志･片岡啓一･北昌二郎 

中川貴夫･延岡研一･鳥井正徳･友永和宏･水野虎彦 
 
1.方針；国際ロータリーのロータリー戦略計画 

 の４つ優先事項 

  ・クラブのサポートと強化   

  ・人道的奉仕活動の活発化   

  ・公共イメージと認知度の向上  

  ・地区管理運営の効率化   

をふまえて、下記事項に重点を置いて取り組んで

いきたい。 

  (1)財政全般に関する事項   

  (2)ロータリー財団地区資金の活用  

  (3)ロータリー歴の浅い人の活性化  

  (4)次年度の概略計画の組立て   

  (5)60周年事業成功に向けてのサポート  

  (6)ＩＭ事業成功に向けてのサポート  

  (7）各委員会の相談役    

2.計画      

  ・定期的（2月１回）な委員会の開催  

  ・必要に応じた随時の開催   

  ・知的障害者陸上競技会の継続及びロータ 

   リー財団地区資金の活用 

3.予算  

 委員会費；10,000円 

 

【クラブ管理運営委員会】 

委員長）井手富浩 副）石蔵尚之 

 委員）浅野強･青木一幸･下田文仁･竹長一幸 

    内藤靖雄･岩井和彦･安達玄一･大賀睦朗 

    戸高克彦･塚本哲也･堀川匠太 
 
1.方針      

RIテーマ「人類に奉仕するロータリー」  

第2720地区前田眞実ガバナー地区スローガン 

「学ぶ・守る・育てる・未来に向けて」  

第2720 地区 クラブ管理運営部門スローガン 

「ロータリーをエンジョイし、クラブの活性化を

図ろう」     

第60代 本田節会長 テーマ 

「復古創新-６０周年を祝い、地域に奉仕しよ

う」 

  上記テーマ、スローガンの達成の為、Ｒ情報、

親睦、ＳＡＡ、プログラム、ニコニコ箱、出席、

会員増強、職業分類、会員選考、広報、雑誌、会

報の12委員会が、それぞれの活動の充実、他委員

会との複合的な連携を計り、明るく、効率的なク

ラブ作りを目指します。 

 「入りて学び、出でて奉仕せよ」の「入りての

学び」の担い手として、ロータリーの魅力を内外

に発信し、会員の拡大を図り、会員自身の資質を

高め、会員相互の親睦と信頼を強固なものとし、

クラブ全体の活性化の好循環を作り出すことを目

標とします。会社に例えるならば、総務部と営業

部の役割を担います。具体的には、細則の変更等

（３年に一度の規定審議会の結果落し込み）もあ

りますが、根本は、会員拡大と出席率向上も含め

た例会の充実です。     

  本年は６０周年も控えておりますが、様々な事

業を通じて、ロータリアン自身とロータリークラ

ブの発展、向上に寄与できる様、努めてまいりま

す。     

 

【Ｒ情報委員会】 

委員長）浅野 強 副）中島博之 

 委員）愛甲康・岩本泰典・友永和宏 
 
1.方針 会員にとって有益な知識や情報を提供 

  し、会員相互のコミュニケーションを図る。  

  お互いに働きかけて意思疎通や情報交換を行 

  う。 

2.計画      

・2016年規程審議会 提出立法案採決結果を会 

 員への説明紹介を行う（担当中島副委員長） 

・会員候補者へオリエンテーションを行う。 

 （ﾛｰﾀﾘｰの環境に順応させるための説明・教 

 育）（担当;委員長） 

・新会員には早く慣れていただくため賛助会員 

 を１名選任する。（担当;委員長） 

・ロータリー情報卓話を11月と２月に計画。 

 （担当;愛甲会員、友永会員） 

・入会５年以内の会員を対象に、ロータリーに 

 ついて語り合う場を設ける。 (委員会全員） 

3.予算  

 資料代;10000  委員会費;10000   

 会員の栞、クラブ活動報告書; 別予算 

 

【親睦委員会】 

委員長）青木一幸 副）尾上暢浩 

 委員）田上明仁・鳥井正德・山田仁法・安方晃 
 
1.方針      

 委員および全会員の協力の下、各種親睦事業 

 を通じて会員間の親睦、連携、相互理解を深 

 め、クラブの繁栄に努める。 

2．計画      

(1)親睦活動（５大親睦および月見・花見例会） 

 7月 1日 新旧役員歓送迎会（担当：青木） 

 8月19日 納涼家族会 

    （担当：尾上、山田、安方、田上、青木） 

 9月30日 月見例会    （担当：鳥井、青木） 

12月16日 忘年会 

    （担当:尾上、安方、鳥井、田上、青木） 
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 1月 6日 新年会 （担当:山田、田上、青木）  

 3月31日 花見例会    （担当：安方、青木） 

 6月 2日 賀寿会（担当：青木、尾上）   

(2)誕生・結婚祝い（毎月）委員全員で行う   

(3)夫人の集い 会長・幹事夫人   

3．予算   

  委員会費           50000   

  ５大親睦活動費 1,550,000 

  誕生結婚祝品費   200,000 

  夫人の集い費    180,000 

  予備費（賀寿記念品、納涼会ゲーム等補助費）  

                   150,000       計2,130,000 

 

【ＳＡＡ】 

委員長）下田文仁 副）水野虎彦 

 委員）有馬宏昭･新堀純子･永尾禎規･大野啓介 
 
1.方針 例会はロータリー活動の基本であり、最

も大切なものだと考えます。会員同士お互いに認

め合い、学びあい、また絆を深める場として、例

会が楽しく充実したものになるようお手伝いして

いきます。特に今年度、人吉ロータリークラブは

創立60周年を迎えます。記念式典が充実した品位

あるものになるよう通常の例会においても特に心

がけていきます。また、来訪者の方に対してもお

もてなしの心で接し、気持ちよく例会に参加して

いただけるよう配慮します。 

２．計画     

(1)例会開始45分前に集合して会場設営を行う。 

(2)設営にあたっては、会長、幹事、プログラム 

  委員、親睦委員などとの打ち合わせを行う。 

(3)例会に必要な用具の管理点検を行う。修理が  

  必要なものはその都度行う。 

(4)座席配置について 

 ・先輩後輩や異業種など、できるだけ多くの   

   会員と交流できるよう配慮する。 

 ・新会員は一定期間、援助する会員と同席に 

   する。 

 ・来訪者がある場合は、関連がある会員を同 

   席にする。 

 ・ニコニコ箱委員会の席は固定する。 

    （寄付しやすくするため） 

 ・結婚誕生のお祝いがあるときは、該当者を 

   できるだけ同席にする。 

 ・遅刻早退がわかっている会員の席は入り口  

  近くにする。 

(5)ソングリーダーは例会ごとに交代して行う。 

(6)音響、映像及び照明の機器の操作は委員全員 

  が行えるようにする。 

(7)例会のスムーズな進行のために、私語を慎ん 

  でもらうよう促す。 

3.予算 

  委員会費      5,000 

  新入会員関係費5,000 

  看板費（テーマ看板・４つのテスト）70,000 

  演台修繕費（検討中） 

 

【プログラム委員会】 

委員長）石蔵尚之 副）和田栄司 

 委員）北昌二郎・堤正博 
 
1.方針      

本田会長の基本方針とその思いを熟考し、会長、

幹事、理事会、委員会との連携を密にしながら会

員にとって有意義な例会となるよう原則１時間と

いう限られた時間の調整に努めます。また、今年

度は６０周年の節目を迎えますので、不測の事態

も想定に入れながら実行委員会との連携も深めま

す。      

2.計画      

(1)例会プログラムの作成 

(2)卓話の実施     

 ・外部卓話（情報提供をお願いします） 

 ・新会員卓話（入会後早期に実施） 

 ・月例内部卓話 

（月間テーマ、パスト会長、ロータリー情報など） 

(3)毎週水曜、会長、幹事、事務局と打ち合わせ 

  今年度も順次、１カ月先までの計画表を作成 

  していきます。１分以上の時間を要する委員 

  会・会員におかれましては、お早めに（水曜 

  まで）ご連絡をお願いします。 

3.予算 外部卓話記念品 40,000 

 

【ニコニコ箱委員会】 

委員長）竹長一幸 副）高山征治 

 委員）中村太郎・岡啓嗣郎・浦田繁喜 
 
1.方針      

・ニコニコ箱は会員の皆様が自分の意志で善意 

  の寄付金を入れる箱です。自分自身や家族、 

  事業所などで良いことがあればニコニコをし 

  ながら披露し、喜びを分かち合いましょう。 

  また失敗したり迷惑を掛けたときはユーモア 

  たっぷりにごめんねをお願いします。  

・今年度のスマイル目標を150万円とする。 

・スマイル委員のテーブルを明確にする。 

2.計画      

(1)全員スマイルは年６回とする。 

  第1例会、納涼家族会、忘年会、新年会、 

  RI創立記念日、クラブ創立記念日  

(2)会員の結婚祝、誕生祝は、各1000円のスマイ 

 ルをお願いします。  

(3)無断欠席の場合は自主的に「ごめんね」をお 

 願いします。 

(4)早朝例会の欠席者は「ごめんね」をお願いし 

 ます。     

(5)発表はニコニコ箱委員で交代で行います。 

3.予算 

委員会費10,000、ビジターへの記念品25,000 

      

【出席委員会】 

委員長）内藤靖雄 副）川越公弘 

 委員）伊久美寛志・片岡啓一・増田力 

1.方針      

 〇無届け欠席をなくす 
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 〇出席率の向上 

 〇出席報告の徹底    

2.計画      

〇無届け欠席対策    

 ３回無届の場合届け出を促し、届け出の意識 

 向上に取り組みます。 

〇出席率の向上     

・関係委員会が連携し、例会予定を周知徹底す 

 る。 

・出席状況の低い会員へ出席を促す。  

・出席率100％達成者を表彰する。 

3.予算      

  出席率100％達成者表彰 50,000 

  委員会費  10,000 

 

【会員組織増強委員会】 

委員長）岩井一幸 副）中川貴夫 

 委員）板井英朗・小林祐介・齊藤日早子 

1.方針      

ロータリークラブは「会員」あってのクラブで

す。本年度は、会員増強と共に会員維持を最大目

標として人吉ロータリークラブ発展の一助になる

よう活動いたします。 

2.計画      

(1)純増２名を達成する。   

(2)会員増強のために、ロータリーの魅力を発信  

  する。     

(3)職業分類を再確認し、未充填部分をリスト 

  アップする。   

(4)青年会議所や各青年部ＯＢ、ＯＧをピック 

 アップする。       

(5)会員全てに会員増強の意識を再度喚起する。 

3.予算 委員会費10,000 

 

【職業分類委員会】 

委員長）安達玄一 副）堤 脩 

 委員）釜田元嘉・延岡研一・宮原和広 
 
1.方針 職業分類委員会は会員選考委員会並びに

会員組織増強委員会と連携しながら未充填の職業

分類を一つでも多く充填することを活動方針とし

当地区の未充填職業を会員に周知し優秀な候補者

の発掘に協力します。 

2.計画 

(1)職業分類表を精査し多様化する業種のなかで 

 必要不可欠な分類であるかどうかをよく確認す 

 る 

(2)被推薦者が職業分類の資格条件を満たしてい 

 るかどうかを決定するに当たり理事会と協議す  

 る 

(3)会員選考委員会並びに会員組織増強委員会と 

 の連携のもとに多くの新会員推薦を依頼する。 

３．予算 委員会費10,000 

 

【会員選考委員会】 

委員長）大賀睦朗 副）丸尾 孜 

 委員）有村隆徳・山賀勝彦 

1.方針     

理事会の要請を受け、被推薦者の会員としての資

格条件を個人的な面から検討し、その人格・職業

上および社会的地位、並びに一般的な適格性を調

査し、理事会へ報告する。  

2.計画      

(1)厳正かつ公正な選考を行う。   

(2)職業分類委員会と連携をとり、関連職業分類  

 の既存会員の意見も参考にして判断する。 

(3)理事会の要請の都度、委員会を開催し、その 

 結果を速やかに理事会へ報告する。  

(4)家庭集会は関連委員会と相談し、出来れば合 

 同で実施したい。 

3.予算 委員会費7,000 

 

【雑誌委員会】 

委員長）塚本哲也 副）大久保勝人 

 委員）小林清市・村山能史・武末憲一 

1.方針      

 ロータリーの友を通して、ロータリーに関して

の情報収集と興味促進に役立てる。 ま た、読 む

ことによって、国際、日本、地区のロータリーク

ラブの活動内容の知識を深め、今の傾向を理解し

ていく。     

2.計画      

(1)ロータリーの友の記事紹介を今年は全会員の 

 中から厳選してお願いする。   

(2)広報のため、ロータリーの友を公共施設、病 

 院等に置かせてもらう。    

(3)人吉ロータリークラブ６０周年をロータリー 

 クラブ内外に周知していくため、クラブ広報委 

 員会と連携してロータリーの友に事業の内容の 

 記事を投稿する。    

3.予算 委員会費 10,000 

 

【クラブ会報委員会】 

委員長）堀川匠太 副）村田武澄 

 委員）原田知一郎・平田フク 

1.方針      

(1)会報を遅延なく、次回例会までに確実に発行 

 する。      

(2)次回例会プログラム、及び前回例会の重要事 

  項を報告する。     

2.計画      

(1)写真の割合を増やし、目で見て楽しく、読ん  

  で理解しやすい会報にする。   

(2)会員の生き生きとした表情や言葉をとらえ、 

  充実した会報にする。    

(3)すでに決定している例会のスケジュール等、 

 主要プログラムや行事について会報に掲載する 

 ことで会員への周知を図る。   

3.予算  

 会報ファイル   10000    

 クラブ会報印刷 3700000   

 電池        3000   

 デジタルカメラ    30000       

            


