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  皆様こんにちは、８月最初の

例会です。毎日酷暑が続いてお

ります。中症等、体調管理に充

分お気お付け下さい。 

  さて、皆様には、ＦＡＸで御

知らせさせて頂きましたが、熊本東ＲＣの山

崎パストカバナーが御逝去されました。大久

保パスト会長の時のガバナーです。私は、当

クラブの60周年キャラバンで訪問させて頂き

ました折、歓迎のスマイルを頂き、大きなお

耳と笑顔で、60周年へのエールを送って頂き

ました。当クラブからは、中川パスト会長に

通夜に参列頂きましたが、残念なことです。

心からお悔やみ申し上げます。 昨年度の野田

パストガバナー、杉谷パストガバナー、本田

パストバガナーと熊本の３名のパストガバ
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ナーに続く訃報に、暗たんたる気持にさせら

れます。 

  しかしながら、当クラブでは、いよいよ本

年度も本格的な活動に入ってまいります。 

家庭集会では、7/28に国際奉仕委員会、8/2に

親睦、ＳＡＡ、プログラム委員会と、社会奉

仕、環境保全、地域発展、ローターアクト委

員会の７委員会、昨日8/3は雑誌、クラブ会報

委員会、そして本日8/4は、戦略計画委員会

と、先日のクラブ協議会で発表して頂きまし

た方針、計画、予算の骨格に肉付けを行う有

意義な集会となっております。 また、しおり

の原稿締め切りが近づきました。変更、追加

等、ある委員会は早急に提出を御願い致しま

す。 

  さて、本日の例会では、会員増強委員会に

新入会員候補者リストの作製を御願いしてお

ります。８月は「会員増強、新クラブ結成推

進月間」となっており、2720地区では、昨年

度末にＥクラブが結成されたことにより、75

クラブ、会員2,442名と増加しております。 

当クラブでも、今年度３名の候補者が入会直

前の状態になっておりますが、増強の１つの

大きな目標には、退会防止もあります。年度

末に向け、さらなる有意の人材の増強に皆様

全員の御協力を御願いしたいと思います。 

  また、本日は、前年度の100％出席者の表彰

があります。60周年キャラバン等もあり、35

名の皆様が達成されており、これはすばらし

い成果だと思います。しかしながら、定款を

正式に適用しますと「メークアップは例会の

前後14日間」という規定があり、その達成者

数はかなり減少することになりますが、先週

の例会で渡辺公共イメージ委員長に御教示頂

きました様にＥクラブでのメークアップとい

う新しい方法ができました。「出席」はロー

タリアンの義務です。メークアップを活用

し、会員の皆様全員に100％を目指して頂きた
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                              本日の進行 



いと思います。 

  また、本日は、2016～2017年度の会計報告

と、60周年の中間決算報告がございます。これ

をうけまして、本年度の予算を早急に決定した

いと思いますので、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） 

・入会候補者３名のハガキの返信結果が承認さ 

  れました。中島Ｒ情報委員長にオリエンテー 

  ションをお願いします。 

・細則変更の件。「命のロータリー・キッチン 

  カー」管理運営委員会を特別委員会として細 

  則第１７条として追加します。今月１８日の 

  例会中、賛成投票を行いたいと存じます。郵 

  送で通知致します。 

・2017～2018年度の予算案が承認されました。 

・2017日本遺産巡りサイクリングinひとよし球 

  磨に協賛します。金額は１万円です。 

・熊本県青少年育成県民会議より賛助会員の依 

  頼があり、会費年額２千円を特別会計より支 

  出します。 

・九州北部豪雨の被災地支援を目的に地区より 

  義援金を送ります。当クラブからも会員１人 

  あたり２千円の義援金を拠出することに致し 

  ました。後日、請求させて頂きます。 

・地区プロジェクト「わくわくげんきキャン 

  プ」（9月16～18日、人吉市・あさぎり町） 

  へのご協力をお願い致します。メークアップ 

  となります。 

・第８回「輝く瞳に会いに行こう」全国大会 

 （10月8日、人吉市）には永田ガバナーもご来 

  訪の予定です。多数の参加ご協力をお願いし 

  ます。メークアップとなります。 

（連絡事項） 

・８月１日現在のロータリーレートは７月と同 

  様、1ドル111円です。 

・ガバナー月信を各テーブルに配布しておりま 

  すのでご覧ください。 

・クリーン人吉早朝清掃は８月16日午前６時か 

  ら。当クラブの担当はふるさと歴史の広場周 

  辺です。メークアップとなります。 

・第15回ひとよし春風マラソンの第１回実行委 

  員会の案内が届いておりますので会長にお渡 

  しします。 

・指宿ＲＣより週報が届きました。→回覧 

・地区より2018～2019年度の地区委員長、委員 

  の推薦依頼書が届いております。井手会長、 

  有馬副会長にお渡しします。 

・例会取り止め・変更のお知らせが八代東Ｒ 

  Ｃ、八代南ＲＣ、人吉中央ＲＣより届いてお 

  ります。→掲示 

・来週は祝日のため例会は取り止めです。次回 

  は８月18日午後６時半、納涼家族例会で 

  す。ご家族のご参加をお待ちしています。 

 

     副委員長 高山征治 

【親睦委員会】            塚本哲也副委員長 

 
 

【ローターアクト委員会】   委員長 永尾禎規 
  
   アクト８月の第１例会は人吉ＲＣ井手会長卓

話を予定しています。多くのご参加を宜しくお

願いします。 

          人吉ＲＡＣ ８月第１例会  

    日 時； ８月１０日（木）19：30～20：30 

    内 容；『人吉ＲＣ会長卓話』  

    場 所； ひまわり亭 

 

【会員増強委員会】    
 
        会員候補者アンケートについて 
 
                          副委員長 水野虎彦 
 
  本日は会員増強委員会担当例会となっており

ます。小林委員長が欠席ですので副委員長の水

野が代理で申し上げます。お手元に配布してお

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  81.67％ 

欠 席 者 数 11名  7 / 2 1 出 席 率 83.33％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数 2名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 88.33％ 

＊届け出欠席  小林祐・延岡・外山・内藤・山田・原田・浅野 

              和田・北・中村・村山 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），釜田, 齊藤 

メークアップ 

 8/2 地域発展委員会家庭集会；堀川 

 8/3 雑誌委員会家庭集会；漆野 

８月の誕生祝い  

中村 太郎会員 10日   岩井 和彦会員  22日 

 高山 征治会員 23日   宮原 和広会員  23日 

 釜田 元嘉会員 27日   村田 武澄会員  28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ります用紙（会員候補者アン

ケート）に候補者の指名・会社

名等ご記入ください。 

  「会員増強する為にロータ

リークラブ会員になったのでは

ない」との言を耳にしたことがあります。しか

し会員増強をしなければどうなるでしょう？ク

ラブは衰退し、消滅するクラブも出るかもしれ

ません。様々な奉仕活動や事業も出来なくなる

ことは地域や国にとってマイナスとなります。

また、私個人として思いますが、クラブには多

様な経営トップの会員様と交わることで、自分

自身の価値観を高めて学ぶことが大きな魅力で

す。そういった機会も失われることは残念なこ

とであります。 

  さて、今年度の2720地区の目標は「女性会員

と40歳以下の会員 純増１名」であります。 

現状我がクラブでは３名増の兆しですが、さら

なる増強を取り組みたいところです。 

  今、私が持っておりますのは地区研修・協議 

会 会員増強部会資料であります。障りだけご

紹介致します。 

【会員増強するとは】 

  「会員増強」は単にロータリーの目的でしょ

うか。それも重要ですが、「会員増強」はクラ

ブ運営の活性化（会員基盤の向上）のための手

段であると思います。 

  会員一人一人が「会員増強」を行おうとすれ

ば、当然ロータリーの歴史を、目的をしっかり

頭に刻み、自分のロータリーの良さを、楽しさ

を多くの人に熱く語れなければなりません。 

熱く語れる会員が増えることによって、多様性

のある魅力あるクラブになって行く事が出来る

と思います。そして魅力あるクラブはどんどん

元気なクラブとなり、ロータリーの楽しさが増

し、新会員を惹きつけ、仲間が増えて行くので

はないでしょうか。 

【世界には３４ゾーンあります】 

  また、国際ロータリーには３４ゾーンがあり

ます。日本には３ゾーン（第1ゾーンは関東よ

り東、第２ゾーンは東京を含めた中部、第3

ゾーンは東京・滋賀より西）。基本１ゾーンあ

たり35000人の会員になっていますが、現在の

日本の会員数は90,000人を割っています。 

  各ゾーンの会員数が均等になるように８年に

１度見直しがあり、その結果第2017年１月、Ｒ

Ｉ理事会で１ゾーンにバングラディッシュ・イ

ンドネシア・パキスタンが加入しました。 

  ＲＩ理事は２つのゾーンから１名で、これは

日本からのＲＩ理事が少なくなることを意味し

ます。つまり、日本のロータリアンの発言力が

小さくなっていくことに繋がります。各クラブ

の増強はＲＩ理事の人数にまで影響することを

ご理解下さい。 

【会員を増やすには 原則】 

・会長がスローガンを掲げ、目標を明確に宣言 

  する 

・新年度までに職業分類表を見直す 

・会員全員が年度初めに候補者をリストアップ   

 （本日のアンケート） 

・年度を超えて継続的に取り組む（戦略計画） 

以上、会員皆様のご理解とご協力をお願い申し

上げ、会員増強委員会の担当例会とさせて頂き

ます。 

 

【出席委員会】    前年度副委員長 川越公弘 

 
・７月～６月 人吉ＲＣ出席率 

・無届け欠席（締切時間後の届出数含む） 

・無届け ２１名 （食事数 累計55） 

 

 

 

          2016-2017年度  

   出席率100％達成３５名表彰       
  
        ホームクラブ100％ ３名 

    本田  節    鳥井 正徳    浦田 繁喜 

 

  安達玄一  有馬宏昭  葉山稔洋  平田フク 

  井手富浩  伊久美寛志 石蔵尚之 板井英朗   

  岩井和彦  片岡啓一  加登住亮  川越公弘  

  北昌二郎  小林祐介  馬氷慎哉  丸尾 孜 

  宮原和広  水野虎彦  村田武澄  永尾禎規  

  中川貴夫  中島博之  延岡研一  下田文仁  

  高山征治  武末憲一  堤  脩    和田栄司  

  渡辺洋文  山賀勝彦  山田仁法  山口令二 

7 8 9 10 11 12 

89.97 83.71 83.90 81.35 67.22 72.77 

1 2 3 4 5 6 

74.79 83.75 86.13 82.70 90.45 82.19 



【 2016～2017年度 会計、監査報告】 

                      会計 宮﨑 智弘  
  
         （決算報告書の収支説明）                                   

        

                           監査  浦田 繁喜 

  去る８月１日（火）ロータリー事務局におき

まして、人吉ロータリークラブ2016～2017年度

一般会計、特別会計、人吉ＲＣ奨学基金、友愛

基金、並びに人吉ＲＣ創立60周年記念事業の中

管決算書について、会計監査を馬氷監査と共に

行いました。各種の帳票、預金通帳等全て照合

しました結果、収支共厳正に処理され、すべて

適正であることを認めます。以上報告いたしま

す。 

 

【雑誌委員会】      紹介者：鳥井正徳委員 
         
                ロータリーの友８月号の紹介ロータリーの友８月号の紹介ロータリーの友８月号の紹介   

◇横組み 

Ｐ7～12 

 これまでの殻を破る と題して、着実に会員が

増えているクラブを紹介している。 

○「３本の矢」でロータリーの魅力を紹介して 

  若手会員の増強（大宮西ＲＣ）（奉仕と親睦 

  を重ね、信頼関係が生まれてくる中でビジネ 

  スチャンスも広がる。） 

○日本初 衛生クラブからロータリークラブへ 

                            （八戸西ＲＣ） 

・各クラブからの支援、アドバイスを受け発足 

  ３３人の内１７人は女性 

○ＳＮＳを活用して交流拡大 

                 （2720JapanO.K.ﾛｰﾀﾘｰEｸﾗﾌﾞ） 

・会員 大分32、熊本9、福岡8、鳥取1、大阪1、 

  東京3、スリランカ1 

・フェイスブック使用が必須条件 

○クラブ会員全員が新会員（相模原ﾆｭｰｼﾃｨRC） 

・月2回の例会、例会は夜、例会時は軽食 

Ｐ13  

データで見る日本のロータリー会員数、クラブ

数の推移 （会員数は微増傾向） 

Ｐ32 

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識 

（奨学金制度論） 

◇縦組み 

Ｐ29  

命のロータリーキッチンカー、キックオフ。 

 （人吉ロータリークラブ   塚本哲也記 

Ｐ４～８ 

☞地域は本当に元気になれるのか？ 

（日本ケーブルテレビ連盟理事長 吉崎正弘） 

・2040年には日本の市町村の半数が消滅可能性 

  都市に 

・元気とは、子孫に恵まれ、経済的にゆとりが  

  あり、健康な長寿者が多いこと。 

・高齢者が移住できるような環境整備 

・外国人を受け入れる環境整備。地域の自慢を 

  皆で共有。 

 

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 丸尾 孜      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・加登住会員 あいだこども園は本年、50周年 

  と迎えることができました。これからも地 

  域の皆様に必要とされる園であるよう一生 

  懸命子どもたちの教育・保育に頑張ってま 

  いります。今後とも宜しくお願い致しま 

  す。                               

・井手会長 100％表彰ありがとうございまし 

  た。今年度もまちがいなく目指します。                                      

                                     

・丸尾会員 2016-2017年度出席率100％御祝い 

  ただき有難うございました。         

・石蔵会員 100％出席表彰をいただきまし 

  た。ありがとうございます。         

・高山会員 誕生お祝いありがとうございまし 

  た。お陰様で73歳まで生きました。   

・片岡会員 「ロータリーの友」のキッチン 

  カー記事の中に我が家のアモーレが写真を 

  けがしております。ごめんねカードです。 

                                     

・葉山会員 本田年度も100％の出席率のお祝 

  を頂くことができましたのでニコニコしま 

  す。                               

 
     ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 

  加登住 亮会員より、あいだこども園50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。 
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