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  先週の第1回例会では、ＲＩ

イアンライズリー会長のテーマ

「ロータリー：変化をもたら

す」について、また、ＲＩ2720

地区 永田ガバナーの地区ス

ローガン「ロータリーを奨励し、ロータリーを

楽しもう」について、そして、それを受けての
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変化）を促す」の「節目」についてお話をさせ

て頂きました。「節目」とは、先日の60周年の

ことであり、規定審議会決議を受けての定款、

細則の変更についてでしたが、本日はそれを超

えての「進化（より良き変化）を促す」につい

てお話させて頂きます。今年度、組織変化とし

ては、公共イメージ（元広報）委員会がありま

す。これまでの広報活動の他、ＩＴ化（マイ

ロータリー登録による、クラブセントラルの活

用やＥクラブへの対応等）への役割が強化さ

れ、その「公共イメージと認知度の向上」は、

ＲＩの戦略的優先項目となっております。 

  また、会員増強委員会も本年度より、常設委

員会となり、重点二本柱となっております。 

例会に於きましては、今年度は各例会毎に各委

員会で、イベントを指定させて頂き、担当委員

会に準備進行を御願い致しております。変更等

も生じるかと思いますが、プログラム委員会と

の調整をお願いします。 

  また、継続事業として、財団地区補助金を活

用した、第三回チャレンジカップ陸上競技会を

11／12に予定しております。これはまた第6グ

ループの皆様方にも御協力を賜っており、今後

共、継続していくべき、大事なイベントです。

宜しく御願い致します。 

  また、戦略計画委員会には、当クラブの、

中、長期ビジョンをクラブ内グループディス

カッション等を通して、策定して頂きたいと

思っております。これはクラブにとっての今後

の「より良き変化」を模索していく、大事な一

里坂だと思っております。 

  ともあれ、各種事業、各委員会活動等、伝統

を継承しつつも現状認識を新たにし、「より良

き進化」を求めてまいります。基本は全員参加

「入りて学び、出でて奉仕せよ」の実践です。

「奉仕の理念」を掲げ、活動を通して、リー

ダーたる人材の育成をはかり、クラブ価値の向

上に努めてまいります。 

一年間宜しく御願い致します。 
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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

  点鐘 会長の時間 

  幹事報告、出席率報告、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐挨拶 

    来訪者挨拶、記念品.花束の贈呈  会務報告                  

    ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

  点鐘  ～ クラブ協議会（前半）～      

                              本日の進行 



       幹事 石蔵尚之 

 
 
（連絡事項） 

・台北稲江ＲＣより新役員の挨拶状→ 掲示 

・ＲＹＬＡ（青少年指導者養成プログラム）セミ 

  ナーが9月9日から10日、阿蘇ＹＭＣＡで開催さ 

  れます。永尾アクト委員長へお渡しします。 

・ロータリー財団部門・米山記念奨学部門合同セ 

  ミナーの案内が届いております。9月16日(土)    

  12時より、宇城市の小川総合文化センターで開 

  かれます。井手会長、和田ロータリー財団委員 

  長、宮原米山記念奨学委員長、本田米山奨学生 

  カウンセラーにお渡しします。 

・米山記念奨学会の財団設立50周年を記念し、   

  世界米山学友会が発足します。その集いが8月 

  26日17時よりANAクラウンプラザ熊本ニュース 

  カイにて、第2720地区がホスト地区となり開催 

  されます。ご案内が届いておりますので宮原米 

  山記念奨学委員長にお渡しします。 

・前回ご連絡いたしましたが、管理運営・公共イ 

  メージ・会員増強合同セミナーのご案内が届い 

  ております。会長、関係委員長のほか、希望者 

  の参加も可能です。この後、回覧いたしますの 

  で希望される方はお名前をご記入ください。な 

  お、開催日は9月2日(土)の13時から16時、開催 

  場所はホルトホール大分ですので、当日は宿泊 

  も考えております。 

・例会変更のご連絡です。熊本北RC、熊本東RC、 

  熊本西RCよりお知らせが届いております→掲示 

・九州豪雨災害、鹿児島地震のお見舞い状を、日 

  田、日田中央、指宿RCにお送りしました。指宿 

  RC事務局よりお礼状が届きました→ 掲示 
 

   

    委員長 原田知一郎 

 

【来訪者挨拶 味岡 栄ガバナー補佐】 
 
  本年度、第６グル―プガバナー

補佐を仰せつかりました多良木Ｒ

Ｃの味岡栄と申します。ロータ

リー歴は３０年で、職業分類は

｢建築設計｣です。宜しくお願い申

し上げます。昨年10月の｢第１回ガバナー補佐研

修会｣より数回の研修を受け、ガバナー補佐の職

務の重要性をひしひしと感じる次第です。第６グ

ループの会員皆様のご協力を得ながらイアンH.S.

ライズリーRI会長のテーマ｢ロータリー：変化を

もたらす｣ならびに永田壮一2720地区ガバナーの

｢ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しもう｣の

スローガンを、この第6グループに浸透させてい

きたいと思いますので、皆様のご協力を宜しくお

願いいたします。 

  なお、今年度の第６グループのＩＭは、10月29

日(日)に開催予定となっております。皆さんの参

加を宜しくお願いいたします。 

  今年も、人吉ＲＣ主催の第３回目となります

「チャレンジカップ陸上競技大会」（人吉中央

RC・芦北RC・水俣RC・多良木RC共催）が11月に開

催される予定となっております。第６グループの

一大事業として大成功に終わらせたいと思います

ので、各クラブの一層のご協力をお願いいたしま

す。 

  また、来年４月14日(土)には多良木RC創立50周

年記念行事を開催いたします。記念講演者に｢山

下康裕(８段）｣をお迎えして式典を行いますの

で、多数参加して頂きますようお願いいたしま

す。 

  一年間第６グループを盛り上げて行きたいと思

いますので、重ねて宜しくお願いいたします。 

 
【来訪者挨拶】 

      多良木ＲＣ様  人吉中央ＲＣ様 

      ご来訪ありがとうございました。 
 
 
 
【親睦委員会】 

          感謝の記念品、花束贈呈 

    本田節直前会長、葉山稔洋直前幹事へ 

    創立60周年記念行事中川貴夫実行委員長へ 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  74.58％ 

欠 席 者 数 15名  6 / 3 0 出 席 率 75.0％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 6名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 85.0％ 

＊届け出欠席  岩下・宮﨑・戸髙・青木・馬氷・大久保・浅野 

丸尾・内藤・尾上・小林清・村山・板井・山田・堀川     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

6/16 次年度委員会；片岡･中川･内藤･有馬･竹長･大賀 



 

 

【ローターアクト委員会】    委員長 永尾禎規 
  
   今年度アクト委員長の永尾

です。アクト第２例会は新会長

久保山君の所信表明、メンバー

自己紹介を予定しています。 

ぜひご参加ください。 

 

          人吉ＲＡＣ ７月第２例会  

    日 時； ７月２７日（木）19：30～20：30 

    内 容；『アクトを学ぼう例会』  

    場 所； ひまわり亭 

                

【寄付カード】    ニコニコ箱委員会 戸髙克彦      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・味岡ガバナー補佐 一年間宜しくお願いいた 

  します。                            

・多良木ＲＣ秋山会長 本日はお邪魔致しま 

  す。多良木ＲＣ５０代会長を拝命致しまし 

  た。一年間宜しくお願い致します。井手会長 

  とは数年前ベトナムに同行させていただいた 

  折深い親交となりました。                                   

・多良木ＲＣ山村副会長                

・多良木ＲＣ今田幹事 今年一年間宜しくお願 

  い致します。                                             

・多良木ＲＣ藤本直前会長 片岡直前ガバナー 

  補佐、本田会長、葉山直前幹事、水野直前ガ   

  バナー補佐幹事、楽しく厳しくご指導いただ 

  き想い出多きロータリー活動でした。ありが 

  とうございました。人吉ＲＣの皆様一年間 

  お世話になりました。                        

・多良木ＲＣ中村直前幹事 本田直前会長、葉 

  山直前幹事、お疲れ様でした。井手会長、有 

  馬幹事、一年間宜しくお願いします。   

・多良木ＲＣ恒松地区研修委員 永田年度でも 

  地区研修委員をさせていただきます。中川先 

  輩やさしくご指導お願いします。       

・人吉中央ＲＣ村田会長 人吉中央ＲＣ第２９ 

  代会長を仰せつかりました。どうぞ宜しくお 

  願い致します。                       

・人吉中央ＲＣ山下副会長 人吉中央ＲＣ会長 

  エレクトの山下です。２年間お世話になりま 

  す。宜しくお願いします。             

・人吉中央ＲＣ平野幹事 本年度幹事を務めさ 

  せて頂きます。一年間宜しくお願い致しま 

  す。                                 

・人吉中央ＲＣ梅田副幹事 どうぞ宜しくお願 

  い致します。                         

・井手会長 本日のご来訪者、味岡ガバナー補 

  佐、多良木ＲＣ秋山会長他５名の皆様、人吉 

  中央ＲＣ村田会長他３名の皆様方、ありがと 

  うございます。第６グループの皆様、会員の 

  皆様方、一年間宜しくお願い致します。 

・石蔵幹事 味岡ガバナー補佐、秋山会長はじ 

  め多良木ＲＣの皆様、村田会長はじめ人吉中 

  央ＲＣの皆様、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。     

・伊久美会員 井手会長、石蔵幹事、一年間お 

  世話になります。                     

・延岡会員 味岡ガバナー補佐、多良木ＲＣ秋 

  山会長はじめ役員の皆様、人吉中央ＲＣ村田 

  会長はじめ役員の皆様、本日のご来訪ありが 

  とうございました。本年度も宜しくお願いし 

  ます。                              

・堤正博会員 昨日、繊月まつりの売り上げ金 

  を青井阿蘇神社に寄附致しました。まつりに 

  ご協力いただきました方々にお礼申し上げま 

  す。                                 

・和田会員 味岡ガバナー補佐、多良木RC秋山 

  会長、人吉中央RC村田会長、一年間がんばっ 

  てください。本日の熊日新聞に孫の写真が 

  載っていましたのでニコニコさせていただき 

  ました。                             

・高山会員 井手会長、石蔵幹事丸の舟出をお 

  祝いします。味岡ガバナー補佐、多良木RC、 

  人吉中央RCのご来訪ありがとうございます。 

                                       

・塚本会員 すみません、早退します。   

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 味岡ガバナー補佐、多良木RC秋山 

  会長、今田幹事、就任おめでとうございま 

  す。また、人吉中央RC村田会長、平野幹事、 

  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。宜しくお願い致します。多良 

  木RC藤本直前会長、中村直前幹事、お疲れ様 

  でした。また、来訪頂きました多良木RC人吉 

  中央RCの皆様、ようこそいらっしゃいまし 

  た。                                 

・岩井会員 村田会長を始めとする人吉中央RC 

  の皆様、秋山会長をはじめとする多良木RCの 

  皆様、ご来訪歓迎いたします。味岡ガバナー 

  補佐一年間大変でしょうが頑張って下さい。 

                                      

〈米山記念奨学委員会〉 

・片岡会員 味岡ガバナー補佐、多良木RC、人 

  吉中央RCの皆様、御来訪ありがとうございま 

  す。今年度、皆様の御活躍を期待しておりま 

  す。                                 

・宮原会員 味岡ガバナー補佐、多良木RC、人 

  吉中央RCの皆様、ようこそいらっしゃいまし 

  た。                                 

・葉山会員 味岡ガバナー補佐、多良木ＲＣ、 

  人吉中央ＲＣ、新旧役員の皆様、ご来訪頂き 

  ありがとうございます。               

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会員 ニコニコカードと同文      

・葉山会員 ニコニコカードと同文      

      

           点 鐘  井手富浩 会長 

 



     

 

        第１回クラブ協議会 前半 

 

 

【人吉ＲＣ戦略計画委員会】 
委員長）有馬宏昭 副）新堀純子 

  委員）本田節･片岡啓一･宮﨑智弘･中川貴夫 

        中島博之･延岡研一・下田文仁･鳥井正德 

        和田栄司･渡辺洋文  

1.方 針 

  国際ロータリーは、「これからもダイナミッ

クな組織であり続け、世界中の地域社会に貢献

していく」ために、３つの柱を戦略的優先項目

として継続していかなければなりませんと謳っ

ています。その３つとは、1.クラブのサポート

と強化、2.人道的奉仕活動の重点化と増加、3.

公共イメージと認知度の向上であります。この

考えの基、60周年を迎えた、歴史と伝統を誇る

人吉ロータリークラブがこれからも、活気あふ

れるクラブであり続けるためには、いかにある

べきか。多くの議論の場を持ち、提言書に纏め

たいと思います。 

2.計 画 

  人吉クラブの現状分析を行い、将来も良いク

ラブであるためにはどうあるべきか？ 

方針に沿って、アンケートや、例会でのグルー

プディスカッションを行い、提言書を作製す

る。 

 ① 9月8日(金)担当例会でのグループディス 

   カッションを実施する。 

 （組織、予算、規定、リーダーたる人財の育成 

  等を網羅した、中、長期ビジョン策定の為） 

 ② 4月27日(金)担当例会で中、長期ビジョン提 

    言書を発表する。 

 ③ 例会時のディスカッションを深めるため、   

    事前にクラブ満足度調査を行う。 

 ④ 事前準備と提言書を纏めるための委員会を 

    適宜、開催する。 

3.予算 委員会費10,000円 

 

【クラブ管理運営委員会】 
委員長）有馬宏昭 副）新堀純子 

  委員）中島博之･平田フク･青木一幸･戸高克彦 

        原田知一郎･小林祐介･大久保勝人 

        有村隆徳･渡辺洋文･漆野智康･竹長一幸 

1. 方針 

  クラブが効果的な運営が出来るよう活動しま

す。ＲＩテーマ、地区スローガン、地区クラブ

管理運営部門スローガン、そして井手会長テー

マを達成するために、R情報（研修リーダー）、

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、公共イメージ、

雑誌、クラブ会報の12 委員会がそれぞれの委員

会活動が充実し、他委員会との連携を図れるよ

う努めます。より充実した例会を行い明るく、

効果的なクラブ作りを目指してまいります。 

2. 計画 

 ① クラブ管理運営委員会を実施する。 

 ② 例会充実のための提言書を作成する。 

 

【Ｒ情報委員会（研修リーダー）】 
委員長）中島博之 副）中川貴夫 

  委員）愛甲康・片岡啓一・浦田繁喜 

 委員４人共Ｒに関しては超ベテランばかりで 

心強い反面、手抜きはできず困っています。 

①年間の方針：計画に変わりはなく、継承して 

  いきたいと思っています。会員増強と出席率 

  は常に言われている事ですがどんどん甘く 

  なって行っているように感じられます。新入 

  会員の候補者が各委員会の審査をパスし、全

会員の賛同を得て会員としての資格を取得され

て、Ｒ情報委員会のオリエンテーションを 

  受け、晴れてバッジをいただいておられま 

  す。今後も そんな事聞いていません…そんな 

  事のない様にしたいものですね。 

②年間計画も例年どうりで変わったことはしま 

  せん。新入会員が早くなじめるように、援助 

  会員を指名する。(推薦者）３年未満の会員の 

  為に、情報提供を行い研修会を実施する。ク 

  ラブ単位では大変なので、第６グループ合同 

  を希望しています。Ｒ情報をまめに会報に掲 

  載したいと思っています。規定審議会の情報 

  は、延岡会員に詳細に製作していただいた冊 

  子を皆さんに配布していただきましたので   

  必要ないかもしれませんが、読み忘れた人の 

  ために、時々掲載したいと思っています。 

 情報委員会の委員の任期は３年です。（これ 

  も情報です皆さん覚えておいてください） 

 次年度まで宜しくお願いします。 

  

【親睦委員会】 
委員長）平田フク 副）塚本哲也 

  委員）葉山稔洋･堀川匠太･北昌二郎･宮﨑智弘 

        永尾禎規 

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を深め、 

クラブの繁栄に大々的に努める。 

２．計画 

① 親睦活動（五大親睦） 

７月７日 新旧役員歓送迎会（七夕例会） 

        （担当：塚本、堀川、平田） 

８月18日 納涼家族会（担当：葉山、北、平田） 

12月15日 忘年会（担当：宮﨑、永尾、平田） 

１月12日 新年会（担当：葉山、塚本、平田） 



６月１日 賀寿会  （担当：堀川、北、平田） 

10月６日 月見例会（担当：永尾、宮﨑、平田） 

３月30日 花見例会（担当：永尾、宮﨑、平田） 

② 誕生・結婚祝い（毎月）委員全員で担当 

③ 夫人の集い 会長・幹事夫人 

④ 9月29日ガバナー公式訪問懇談会 

予算 2,130,000 

内訳；委員会費 50,000 

      五大親睦活動費 1,550,000 

      誕生･結婚祝品費 200,000 

      夫人の集い費 180,000 

      賀寿会納涼会等補助費 150,000 

 

【ＳＡＡ】 
委員長) 青木一幸  副）村田武澄 

  委員）安達玄一･加登住亮･馬氷慎哉･山田仁法 

１.方針   

 創立60周年、他のクラブの方々から「さすが人

吉ロータリーはすごいね。」という賞賛の声を

良く頂きます。 人間なら還暦を過ぎた当クラブ

ですが、輝かしい歴史に恥じない61年目の新た

な一歩として、例会が品位と風格を兼ね備えた

ものとなるよう、委員全員で取り組んで参りま

す。 また、会員や来訪者の方にも、おもてなし

の心で接し、喜んで頂ける楽しいものとなるよ

う取り組みます。 

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、その他適宜関係する委員会と十分な 

   連携を図り、円滑な例会運営に努めます。 

 (3)プログラム委員と連携し、基本的に食事開 

   始時間を12時からとし、スムーズな例会進行 

   に努めます。 

 (4)会員間の交流を促進するような座席配置に 

   留意します。 

 (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 

   員が対応できるようにする。 

3.予算 

 委員会費                 20,000 円 

 新入会員関係費（名札他） 20,000 円 

 看板費（テーマ看板）     60,000 円 

 

【プログラム委員会】 
委員長）新掘純子 副）後藤竜一 

  委員）延岡研一･下田文仁 

１．方針 

 今年度のクラブスローガン「 節目を超えて進

化（より良き変化）を促す」の方針を基本に考

え、変化にすばやく対応し、節度ある例会の融

合を目指します。 

２．計 画 

① 例会プログラムの打合せ及び作成。 

  （毎週水曜日、11 時～事務局） 

② 例会毎に指定されたイベントに基づき担当委 

   員会と事前に打合せを行う。 

③ プログラム進行については月当番制を基準と 

   し当番会員は水曜日の打合せに参加をする。 

 

 【出席委員会】 
委員長）原田知一郎 副）高山征治 

  委員）板井英朗･和田栄司･山口令二 

１．方針 

 ・出席率の向上 

 ・無断欠席の削減 

 ・出席報告の徹底 

２．計画 

① 例会予定の周知徹底…予定表折り込み等 

  ﾒｰｸｱｯﾌﾟの奨励…E クラブ・地区セミナー等 

② 無断欠席３回目で委員会よりコスト削減の趣 

   旨を伝える。 

③ 100% 出席達成者を表彰する。 

３.予算   

  出席率100％達成者表彰 50,000 

  委員会費 10,000 

 

【会員増強委員会】 
委員長）小林祐介 副）水野虎彦 

委員）岩井和彦･宮原和広･村山能史･友永和宏 

１．方針 

 地区内のロータリーでも会員の減少が続き会 

  員増強は必須のテーマになっています。 

 本年度は、会員増強により入会した会員の退 

  会防止をロータリー情報委員会と連携して退 

  会者がでないようにしていきたいと思いま 

  す。 

２．計画 

① 純増３名。 

② 地区の要望による女性会員、40 歳以下の会 

   員を入会させる。 

③ 空いている職業分類の会員探し。 

④ 現会員より紹介者を募る。 

⑤ JC、各種団体青年部、女性部より探す。 

３.予算 委員会費 10,000 

 

【職業分類委員会】 
委員長）大久保勝人  副）山賀勝彦 

  委員）浅野強･釜田元嘉 

１．方針 

 会員資格に関する職業分類の原則を維持す

る。この原則を充分に認識し、クラブ組織のた

めに運営する。 

２．計画 

① 職業分類調査及び職業分類表を時代に見合っ 

   たものに整備する。 



② 被推薦者が職業分類の資格条件を満たしてい 

   るかの決定にあたっては、理事会と協議する 

③ 会員増強委員会、会員選考委員会との連携を 

   密にし、クラブの発展に努める。 

３.予算   委員会費 10,000 

 

【会員選考委員会】 
委員長）有村隆徳 副）小林清市 

  委員）伊久美寛志･堤 脩 

１．方針 

 理事会の要請を受け、被推薦者の会員として

ふさわしいか、その人格・職業上および社会的

地位・ロータリアンとしての適正を検討し、並

びに例会・ロータリー行事に参加できるか調査

し、理事会へ報告します。 

２．計画 

① 基本的な選考基準を委員の皆さまと相談し 

   て、設ける。 

② 理事会より要請があれば、速やかに委員会を 

   開催し、その結果を理事会に報告する。 

③ 家庭集会は会員増強委員会・職業分類委員会 

   と合同で実施致したい。 

３.予算  委員会費 7,000 

 

【公共イメージ委員会】 
委員長）渡辺洋文  副）内藤靖雄 

  委員）本田節･大賀睦朗･岡啓嗣郎･尾上暢浩 

１．方針 

 今までの広報委員会から公共イメージ委員会

に変更されました、漠然としてなんだか逆に分

かり難くなった感がありますが、RI はどうして

も会員減少を食い止めたいと言う思いがひしひ

しと伝わってきます。我々は会員増強をするた

めにロータリーに入会したわけではないので、

ロータリーの理念や意義を忘れないように、委

員会活動をしていきたいと思います。 

 魅力ある人の周りには人が集まってくる。魅

力ある人吉ロータリークラブのイメージをホー

ムページやフェイスブックなどを駆使して広報

することで、結果的に会員増強に繋がればいい

と思っています。魅力あるクラブを作るのが、

会長の仕事ですので、井手会長頑張ってくださ

いね！ 

２．計画 

① 表敬訪問（7月7日） 

② 活動や行事の広報・キッチンカー等（人吉新 

   聞・フェイスブック・ホームページ・ロータ 

  リーの友など） 

③ マイロータリーへの登録目標50% 

④ Eクラブへのメークアップ方法の指導 

⑤ 輝く瞳全国大会in 人吉への対応 

３.予算 230,000 

  内訳）報道機関広告費 100,000 

        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費 100,000 

        予備費（IT 研修会など）30,000 

 

【雑誌委員会】 
委員長）漆野智康  副）岩下幸司 

  委員）増田力･鳥井正徳･堤正博 

１．方針 

 ロータリーの友の購読は、ロータリアンの義

務の一つになっている。ロータリーの友を通

じ、ロータリーに関しての情報収集と興味促進

に役立てる。国内外、各地区の活動を知り、理

解することにより、人吉ロータリークラブの活

動の参考にできるよう友の内容を紹介してい

く。 

２．計画 

① ロータリーの友の記事紹介。 

② 雑誌委員会だけではなく、全会員（ロータ 

   リー歴、所属委員会等考慮）の中からお願い 

   する。 

③ 人吉ロータリークラブの活動をクラブ内外に

周知するため公共イメージ委員会等と連携し、

ロータリーの友へ投稿する。 

（友の紹介当番） 

 7月漆野  8月岩下   9月女性（夫人の会等）     

 10月鳥井   11月堤正博   12月会員より 

 1月岩下    2月鳥井     3月会員より  

  4月堤正博  5月会員より  6月漆野 

３.予算  委員会費10,000 

 

【クラブ会報委員会】 
委員長）竹長一幸  副）川越公弘 

  委員）中村太郎 外山博之 

１．方針 

・毎週の例会の内容をまとめ、遅延なく会報を 

  発行する。 

・今後の例会の案内および前回例会の重要事項 

  を報告する。 

・会員の皆さんが読みやすい会報になるよう、 

  写真や画像を多く配置していくよう工夫す 

  る。 

２．計画 

① 卓話など、効率よく正確に記録するために、 

   原稿は出来るだけデータでいただくよう依頼 

   する。 

② すでに決定している例会のスケジュールや行 

   事など、事前に会報に掲載し会員への周知を 

   図る。 

③ 会報はホームページに掲載し、地域社会の多 

   くの皆さんにクラブの活動の情報を発信す 

   る。 

④ 関係のある委員会と連携し、会員のために役 

   立つ情報の提供に努める。 

３.予算 380,000 

内訳） 会報ファイル 7,000 

       会報印刷   370,000 

       カメラ用電池 3,000 

 

 

 


