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通 算 2 9 4 ７ 回 

2 0 1 7年 7月 2 1日 

第 3 回 例 会 

        会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは。水俣Ｒ

Ｃ、芦北ＲＣの皆様、御来訪

ありがとうございます。 

  本日は、クラブ協議会の後

半となっております。先週の

前半におきましては、クラブ

管理運営委員会及び人吉ＲＣ

戦略計画委員会より、方針・計画・予算等に

ついて発表頂きましたが、本年度スローガン

「節目を超えて進化（より良き変化）を促

す」の意をよく、おくみとり頂きありがとう

ございました。本日は、奉仕プロジェクト委

員会、ＲＣ財団委員会他の発表となります

が、新ためまして、ＲＩイアンライズリー会

長、ＲＩ2720地区 永田ガバナーの方針をお伝

えします。 

  まず、ＲＩイアンライズリー会長はテーマ

を「ロータリー：変化をもたらす」とされ、

三つの戦略的目標を掲げられました。 

  1.クラブのサポート強化 

  2.人道的奉仕活動の重点化と増加 

  3.公共イメージの認知度の向上   

です。また、環境問題についても地球保護の

立場から、2018年4月22日（アースデイ）まで

に、一人のロータアンが、1本の木を植えるこ

とを提唱され、そうすれば、世界で120万本の

植林ができることになり、これは、公共イ

メージの向上にも繋がり、奉仕活動の機会を

クラブに提供することになります。まとめま

すと、ＲＩの大きな二つの方針は、会員増強

と公共イメージの向上であり、将来のロータ

リーのあり方を考えると、地区、クラブにお

いて戦略計画の立案の重要性を謳われており

ます。 

  それを受けてのＲＩ2720地区 永田ガバナー

のスローガンは、「ロータリーを奨励し、
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ロータリーを楽しもう」であり、具体的な、ク

ラブ目標及びロータリアンの目標を掲げられま

した・ 

｛クラブ目標｝ 

  １．会員増強  女性／40歳以下の若い会員 

      の各クラブ純増1名以上 

  ２．マイロータリーを通してロータリーク 

      ラブ・セントラルへのアクセスを 

  ３．戦略計画委員会の設置 

  ４．クラブ研修リーダーの設置 ロータ 

      リーリーダーシップ研究会への参加 

  ５．ロータリー財団・年次寄付10％ 

  ６．グローバル補助金・地区補助金プロ 

      ジェクトへの参加 

  ７．ポリオ撲滅運動への参加 募金活動など 

  ８．会員基盤の強化 クラブ内ロータリー 

      研修会の実施 

  ９．青少年奉仕事業へ参加しましょう 

  10．会長賞にノミネートしましょう 
 
｛ロータリアンの目標｝ 

１．マイロータリーに登録しましょう  

    地区目標50％ 

２．奉仕活動に参加しましょう 

３．各種セミナーに参加しましょう 

以上、ＲＩテーマ、地区スローガンを受けての 

クラブスローガンを 

「節目を超えて進化（より良き変化）を促す」

とさせて頂きました。 後に掲げさせて頂いて

おります、テーマ、スローガンを元に、各委員

会の方針・計画・予算等の策定を御願いしま

す。 

  それでは、クラブ協議会後半の部宜しく御願

い致します。これで、会長の時間を終わりま

す。ありがとうございました。 

 

 

       幹事 石蔵尚之 
 

（理事会の承認事項） 

・前例会の７月14日、持ち回り理事会におい

て、第50回人吉市歳末たすけあい演芸会の名義

後援について承認されました。 

（連絡事項） 

・水俣ＲＣより新年度の挨拶状が届きました。 

   → 掲示 

・熊本西ＲＣ、八代南ＲＣ、熊本南ＲＣより例 

  会変更と取り止めのお知らせが届いておりま 

  す。なお、八代南ＲＣにおかれましては８月 

  ８日が2000回記念例会です。→掲示 

・前田パストガバナーより１年を振り返っての 

  まとめが届いておりますので配布致します。 

・人吉新聞社より７月28日掲載予定の「夏特集 

  号」に広告掲載の依頼が届いておりますので 

  渡辺公共イメージ委員長にお渡しします。 

・荒尾ＲＣより週報が届きました。→回覧 

・地区より第32回インターアクト年次大会の報 

  告書が届きました。→回覧 

・地区ロータリーの友地区委員会よりアンケー 

  トが届いておりますので井手会長にお渡しし 

  ます。 

・米山奨学生の王辰寧さんの卓話日程が地区よ 

  り届いております。訪問先は10月４日が宇土 

  ＲＣ10月10日が熊本東ＲＣに決定致しまし 

  た。宮原米山記念奨学委員長にお渡ししま 

  す。 

 

 

     委員長 原田知一郎 

 

【来訪者挨拶】 

 水俣ＲＣ 栗崎会長  築地幹事 様 

 

 

 

 

 

 

 芦北ＲＣ 佐藤会長、田中副会長、早川幹事様 

   

 

 

 

 

 

       ご来訪ありがとうございました。 
 
 
 
【ロータリー財団 】 

          寄付認証ピンの贈呈 
 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  83.33％ 

欠 席 者 数 10名  7 / 7 出 席 率 70.0％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数 3名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 75.0％ 

＊届け出欠席  小林清・友永・村山・漆野・岡・堀川・有村 

              大賀・和田・尾上     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席），釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

6/24 地区次年度引継会；中川    7/10 芦北ＲＣ；葉山・新堀 

    マルチプル４ポール･ハリス･フェロー 

           愛甲 康 会員 

          ポールハリスフェロー 

          渡辺 洋文 会員 



 
 
 

【親睦委員会】            委員長  平田フク 

  納涼家族会のご案内です。８月18日(金)例会

は、時間を夜に変更し、こちらあゆの里さんに

おいて“納涼家族会”を午後６時半より開催致

します。楽しい催しを準備してお待ちしており

ます。多くのご参加を宜しくお願い申し上げま

す。ＦＡＸ返信は準備の都合上８月３日(木)ま

でに返信をお願いします。 

  

【青少年奉仕委員会】  副委員長 加登住 亮 

 国際ロータリー第2720地区 2017～2018年度 

  公共イメージ・青少年奉仕部門セミナー報告 

 2017年7月8日（土） 

 アスパル富合 

  13時から16時までのセミナー

でしたが、中身の濃いものでし

た。別府北RACの渡辺さんのお話

がありました。ROTEXやRYLAに関

わる全ての事業に参加されてい

る方でとてもはつらつとした様

子でした。海外の事業に参加して、それぞれの

国での求めるリーダー像にも違いがあること、

また、自らの思いや考えを伝える大切さを学

び、自らの世界が広がったことを話されていま

した。ロータリーのプログラムが人生を変えて

くれたととても感謝していました。聞いていた

私たちもその情熱に感化されるような報告でし

た。 

  広報分野での報告もありました。ロータリー

は素晴らしい事業を行っていますが、広報自体

はまだ十分とは言えない。マスメディア等に

もっと露出していくことで自然と公共イメージ

の向上につながり、公共イメージが伝わること

で事業にも広がりが出てくるのではと、力を入

れている部門であるとのことです。県等の名義

後援の積極的な依頼や、新聞、テレビ等に積極

的に露出することを勧められていました。 

  もう一つの依頼はロータリークラブの会員用

ホームページの積極的な活用です。具体的には

マイロータリーへの登録です。 

  会員用ページの利点は以下の通り。私たちが

自らの活動を文章にするときどんな言葉を使え

ばいいか悩みます。世界で行われているロータ

リーの様々な活動の目的や意義、背景などをわ

かりやすく体系付けして説明してあるので、今

までやってきたこと、これからやろうとしてい

ることを文章にしやすくなります。 

  最後に、当たり前のことですが、青少年事業

では子どもの安全確保は努力目標ではなく義務

事項であることも改めて確認したいとのことで

した。最近の安全確保はAEDやアナフィラキ

シーショックへの対策など多岐にわたります

が、必要に応じ必ず行わなければならないとの

ことでした。 

 

【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〉 

・水俣ＲＣ 本年度会長栗崎、幹事築地がご挨 

  拶に参りました。宜しくお願いします。 

                                    0 

・芦北ＲＣ佐藤圭吾会長 本日はお世話になり 

  ます。今年度仲良くやりましょう。宜しく 

  お願いします。                     

・芦北ＲＣ田中實副会長 お世話になります。 

  3年ぶりです。宜しくお願い致します。 

                                     

・芦北ＲＣ早川徹幹事 いつもお世話になって 

  おります。今年度幹事を拝命いたしました 

  早川です。どうぞ一年間宜しくお願い致し 

  ます。                            

・井手会長 水俣ＲＣ栗崎会長、築地幹事、芦 

  北ＲＣ佐藤会長、田中副会長、早川幹事、 

  ようこそお越しくださいました。歓迎致し 

  ます。1年間宜しくお願い致します。  

・石蔵幹事 栗崎会長はじめ水俣ＲＣの皆様、 

  佐藤会長はじめ芦北ＲＣの皆様、ご来訪あ 

  りがとうございます。今年度宜しくお願い 

  します。                           

・葉山会員 先日はお邪魔しました。水俣、芦 

  北ＲＣの会長、副会長、幹事のご来訪を祈 

  念してニコニコします。             

・愛甲会員 ロータリー財団より表彰のバッヂ 

  をいただきました。                 

・戸髙会員 息子が出場していた熊本県高校野 

  球に多くの応援メッセージを頂きありがと 

  うございました。                   

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 芦北ＲＣ佐藤会長はじめ早川幹事 

  さん、田中副会長さんようこそいらっしゃ 

  いました。歓迎申し上げます。水俣ＲＣ栗 

  崎会長、築地幹事さんようこそいらっしゃ 

  いました。歓迎申し上げます。       
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         第１回クラブ協議会 後半 

 

 

【ニコニコ箱委員会】 

委員長）戸髙克彦 副）武末憲一 

  委員）丸尾 孜･齊藤日早子 
 
方針；会員やご家族、事業所での喜びを進んで

ニコニコしていただけるように心がけ、ゆっく

り大きな声で楽しく発表する。 

計画； 

① 全員スマイルは年６回。 

  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 発表は委員で交替で行う。 

  （戸高 ― 武末 ― 丸尾 ― 齊藤） 

③ 文章は短く、文字は大きく、できれば金額は 

   高くを目標に取り組む。 

④ 家庭集会を早目に行う。 

予算；委員会費10,000 ﾋﾞｼﾞﾀｰへの記念品25,000 

 

【奉仕プロジェクト委員会】 

委員長）井手富浩 副）石蔵尚之 

  委員）岩井和彦･下田文仁･浅野 強･堀川匠太 

        葉山稔洋･永尾禎規･北昌二郎･宮原和広 
 
方針；当委員会は、常設委員会であり、職業奉

仕・社会奉仕・環境保全・地域発展・青少年奉

仕・ローターアクト・国際奉仕・米山記念奨学

の9 委員会で構成され、当クラブの奉仕プロ

ジェクトの円滑な運用に寄与し、その活動を通

して、公共イメージの向上に努める。 

計画； 

① 各委員会の事業活動への協力 

②「 チャレンジカップ」への地区補助金の管理 

   運用 

③ 各委員会間での情報共有や協力体制の構築 

④ 限りある資金と会員知識や体験を活かし、地 

   域社会のニーズに沿ったプロジェクト（事 

   業）を模索する 

⑤ 上記活動を通して、地域社会に対しての公共 

   イメージの向上を図る 

 

【職業奉仕委員会】 

委員長）岩井和彦  副）友永和宏 

  委員）岩下幸司･村山能史･内藤靖雄･中川貴夫 
 
方針；会員一人ひとりが職業奉仕の理念を再認

識していただくために、生活の中で自己啓発を

擦ると共に、自己の職業上で培った知識や手腕

を社会問題やニーズに役立てるよう努力する。

また、奉仕プロジェクト内の委員会と連携を密

にし、地域社会に奉仕する。 

計画； 

  ① 職業奉仕月間卓話 

  ② 職場訪問例会の実施 

  ③ 優良職員の表彰の実施 

  ④ 関連委員会との連携協力 

  ⑤ 2016 手続要覧（第一部は必須）を読む 

予算；150,000 

  内訳 優良職員表彰記念品代 120,000 

                   職場訪問 100,000 

                   外部卓話  10,000 

                   委員会費   5,000 

                   資料代     5,000 

 

【社会奉仕委員会】 

委員長）下田文仁  副）延岡研一 

  委員）馬氷慎哉･村田武澄･新堀純子･塚本哲也 

        渡辺洋文 
 
  私たちがやるべきことは「知的障がい者チャ

レンジカップ陸上競技大会」を開催することで

す。これまで２年間の実績を無駄にしないよ

う、さらに関係団体との連携を深めていきたい

と思います。この大会の開催は、私たちが「奉

仕の理想」を認識する機会でもあり、ロータ

リークラブの公共イメージを向上させる機会で

もあります。必ず成功させたいと思いますの

で、皆さんのご協力をお願いします。 

  大会は１１月１２日日曜日に多良木町のグラ

ウンドで開催します。その前々日、１１月１０

日の例会で皆さんに協力していただく内容など

お伝えしたいと思います。 

  さらに、この大会を含め、公共イメージ委員

会と連携してロータリーの活動をマスメディア

などに取り上げてもらえるよう努めてまいりま

す。 

 

【環境保全委員会】 

委員長）浅野 強   副）板井英朗 

  委員）愛甲 康･原田知一郎･釜田元嘉 

        大賀睦朗･岡啓嗣郎 
 
方針；全員が環境問題に関心を持ち、地域と地

球の環境保全に行動を 

計画； 

 ① 地域行事のクリーン作戦に参加 

 ② 環境保全例会での卓話（地球温暖化）3/9  

 ③ アースデー4 月22 日までに一人一本植樹 

     の呼び掛け 

   （実施者は植樹風景を写真で週報掲載） 

 ④ 早朝例会 歴史広場の清掃 10 月27 日 

 ⑤ 公共イメージアップを図る目的で活動時に 

     は人吉ロータリークラブののぼりを掲げる 

予算；委員会費 10,000 



 

【地域発展委員会】 

委員長）堀川匠太  副）安達玄一 

  委員）青木一幸･川越公弘･小林祐介･漆野智康 
 
方針；奉仕の理念を念頭に、人吉・球磨地域の

ために尽力いただいている方への支援と協力に

努めていきます。また、地域で開催される各種

イベントやまちづくり等への支援と協力を積極

的に行います。 

計画； 

  ① 地域発展功労者表彰10月予定 

  ② 人吉・球磨地域における各種イベントへの      

     支援・協力 

  ③ 外部卓話 

予算；委員会費10,000 

      地域功労者表彰、卓話、ｲﾍﾞﾝﾄ経費95,000 

      予備費5,000 

 

【青少年奉仕委員会】 

委員長）葉山稔洋  副）加登住亮 

  委員）後藤竜一･増田 力･中村太郎･竹長一幸 
 
方針； 

様々な経験は青少年の体と心の豊かな育ちを促

し、健全な成長を後押しする。青少年の健全な

育成のために、関係団体と連携を図り、会議や

活動に参加する。またローターアクト委員会と

協力し青少年育成活動に支援する。 

計画； 

①青少年支援事業への協力 

②青少年スポーツ大会援助 

  (人吉球磨中学生柔道大会等) 

③青少年奉仕月間(5月)に外部卓話 

④人吉市青少年育成市民会議への参加(担当制) 

⑤音楽を通した「心の豊かさ」プロジェクト 

⑥熊本･大分地震ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「わくわく元気キャン 

  プ」9/16～9/18 のサポート 

予算； 委員会費5,000            

       青少年スポーツ大会30,000            

       外部卓話5,000                  

       音楽活動への支援110,000             

 

 

【ローターアクト委員会】 

委員長）永尾禎規   副）水野虎彦 

  委員）平田フク･宮﨑智弘･大久保勝人 

        齊藤日早子･武末憲一 
 
方針；今年度は３名が卒業、２名が中途退会予

定のため、更なる会員増強として５名を目標に

勧誘したいと思っております。ローターアクト

例会へロータリアンの参加を積極的に募り、

ローターアクトクラブを支えていこうと思いま

す。青少年奉仕委員会と協力し連携して参りま

す。 

計画； 

① ローターアクト会員の増強（５名を目標） 

② ロータリアンとアクト会員の連携を密に行 

   う。 

③ アクト例会参加によるメークアップの奨励 

④ アクト例会内容を随時お知らせし、積極的な 

   参加をお願いする。 

予算；委員会費20,000 

 

【国際奉仕委員会】 

委員長）北昌二郎  副）丸尾 孜 

  委員）有馬宏昭･有村隆徳･尾上暢浩･堤正博 
 
方針； 国際奉仕は友情と親睦の絆によって国際

理解を深め、世界の恒久的な平和を実現するも

のである。その意味において、青少年交流事業

は国際レベルの教育的、文化的な交換活動であ

り、多くの青少年が外国の文化に直接接する機

会を与え、青少年の人生経験を深め、国際平和

と国際理解に期待するものである。しかし、そ

の事業が本年度は難しいという結果からのス

タートであるが、本年１年を国際理解と深める

年度としたい。 

計画； 

①.韓国慶山RCとの青少年交流事業 

  本年は韓国慶山RCとの、青少年交流事業が８

月に開催予定となっておりましたが、60周年事

業の準備や半島情勢等により、参加者の募集を

進めることができなかった。60周年に参加した

当時慶山RC次年度会長と井手会長と話し合いを

行い、期間を定めない延期を決定した。 

②.国際交流関連セミナー・語学講座 

③.台北稻江RCの３１周年の祝賀を検討 

④第８回「輝く瞳に会いに行こう」全国大会in 

  人吉（10/8あゆの里）のサポート 

予算；委員会費10,000 

      国際奉仕セミナー40,000 

 

 

【米山記念奨学委員会】 

委員長）宮原和広  副）片岡啓一 

  委員）本田 節･中島博之･武末憲一･戸髙克彦 

        山口令二  

方針；公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

とは、ロータリアンの寄付金を財源として、全

国で学ぶ外国人留学生に対して奨学金を支給し

支援する民間の奨学団体です。 



 今年は２回目の世話クラブとして、奨学生の

王 辰寧さんを受け入れます。奨学生は毎月１回

以上、世話クラブの例会に参加することが義務

づけられています。奨学金を支給するだけでな

く、本田・宮原の両名がカウンセラーという立

場から奨学生との交流を深め心のケアを図って

いきたいと思っています。この主旨をご理解い

ただき会員皆さまの温かいご協力を宜しくお願

いします。 

計画； 

① 普通寄付：会員一人当たり6,000 円の寄付   

  （内2,000 円は100 万ドル食事より） 

② 特別寄付：会員皆さまの理解のもとに自主的 

   寄付をお願いする。 

③ ８月の納涼家族会に奨学生を招待し交流を深 

   める。 

④ ＲＡＣと奨学生との交流に努める。 

⑤ ７月～９月に奨学生卓話を実施する。 

⑥ 10月の米山月間に他クラブの例会を訪問し、 

   奨学生卓話を通して米山記念奨学事業への理 

   解と関心をもっていただけるよう努める。 

予算；150,000 

  内訳）委員会費10,000 

        米山奨学生世話クラブ事業140,000 

【Ｒ財団委員会】 

委員長）和田栄司  副）浦田繁喜 

  委員）伊久美寛志･高山征治･山田仁法 
 
方針 

 ①.補助金プロジェクトへの参加と寄付を通じ 

    て財団を支援する計画を立案し実施する。 

 ②.ポリオ撲滅運動への参加、活動を行う。 

計画； 

 ①.Ｒ財団の組織・仕組みを会員に理解してい 

    ただく 

 ②.ロータリー財団、年次寄付10％ UP、一人当 

    たり150 ドルの達成 

  新入会員：入会時20ドル、会員：年40ドル 

 ③.グローバル補助金・地区補助金プロジェク 

   トへの参加 

   （チャレンジカップ11月12日） 

  （地区補助金は参加中、本年も行う） 

④ ポリオ撲滅運動を考える 

     （どんなことをする？） 

⑤ 卓話を11月17日に行う（担当は？） 

⑥ ＰＨＦの１名以上の達成 

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

委員長）鳥井正徳  副）堤 脩 

  委員）小林清市･外山博之･山賀勝彦 
 
方針；ロータリーの奉仕の精神に基づき、地域

社会の教育振興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

管理運営を適切に行う。 

計画；年間を通して奨学生の募集、高校や奨学

生との連係、理事会への提出、例会への報告、

奨学金の給付などを計画に基づき実行する。 

  

 ８月 奨学生の例会での卓話 

１１月 来年度奨学生候補者推薦書の提出依頼 

１２月 奨学生作文提出依頼 例会への報告 

 １月 新奨学生候補者推薦書の受領 

 ２月 理事会で新年度奨学生の決定および例 

        会への報告 

 ３月 高校へ奨学生決定通知書、振込み口座 

        申請書送付 

 ４月 新年度 奨学金給付式 

予算； 

  奨学生認定盾（6個）33000 

  委員会費 5000 

 

【キッチンカー管理運営委員会】 

 本田 節・葉山稔洋・中川貴夫 
 
方針；昨年の復興支援プロジェクトによる 

“命のロータリーキッチンカー”を活用し、 

熊本地震による被災者への支援を行い一日も早

い復旧・復興に寄与することにより社会奉仕と

公共イメージ向上に努める。 

2. 計画 

① 毎月１回第２日曜日に“命のロータリーキッ 

   チンカー”を走らせ仮設住宅へ自立支援と交 

   流を目的とし炊き出しを行う。 

② 食材等はなるべくロータリー会員の企業を使 

   用し、風評被害等で大きな影響を受けた会員 

   に対しても、間接的に経済的支援を行うこと 

  とする。 

予算； ※地区より復興支援金活用 

 

 

 

 

 
  
          

 


