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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

      会長 有馬宏昭 

 

   皆さんこんにちは。 水俣、多良木、人吉

中央の3クラブの会長幹事、直前会長、直前幹

事の皆様に来訪いただきありがとうございま

す。 

  来週19日を皮切りに私共人吉ロータリーも

ご挨拶に伺いますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

   最初に、今回の西日本豪雨で14府県の広範

囲にわたり、甚大な人的・物的被害が発生し

ました。被災されました皆様に心からお見舞

い申し上げますとともに、早期の復興をお祈

りいたします。 

   2720地区から、被災者の皆様を支援させて

いただく目的で、支援募金のお願いが届いて

おります。締め切りは8月10日とありますの

で、早急に理事会を開催し、今後の対応を協

議いたします。 

   熊本地震から私共の会社でも万一に備えた

対応策を設定しております。LINEを使用した

社員間の安否確認、避難場所の確認です。人

吉市でも防災マップを作成し全戸に配布して

あります。倉敷市真備町の洪水ハザードマッ

プと実際の被害場所が一致したと新聞やＴＶ

ニュースで報道されています。今一度、人

吉、球磨でも確認作業を行い、平時に準備す

ることが大切だと考えます。 

   自動車には脱出用ハンマー、シートベルト

カッターは運転席から届く範囲に設置してあ

りますでしょうか。車が水没しますと、水圧

でドアは開きません。手ではガラスは割れま

せん。今一度確認お願いいたします。 

   本日は、クラブ協議会です。年間4～6回の

クラブ協議会を実施しなさいと指導されてい

ます。7月、今回のクラブ協議会は各委員会か



【来訪者挨拶】 

  伊藤俊一ガバナー補佐 

  今年度のガバナー補佐を仰せつ

かりました伊藤でございます。職

業分類は口腔外科、ロータリー歴

は13年になります。 

  今後の行事についてお伝えしま

す。8月24日(金)は人吉ＲＣガバ

ナー公式訪問になります。前日は人吉・多良

木・人吉中央合同のガバナー歓迎懇親会を開

催。それから3月16日にＩＭを予定しておりま

す。その他これからの行事を皆様のご協力をい

ただきながら務めて参りたいと思っております

ので宜しくお願い申し上げます。 

 

・水俣ＲＣ様、多良木ＲＣ様、人吉中央ＲＣ様 

 より、ご挨拶をいただきました。 

 

 

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 山賀勝彦      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐伊藤俊一様 本年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を 

  仰せつかりました伊藤です。一年間よろしく 

  お願いいたします。来年度は人吉RC中川様が 

  ガバナー補佐を務められるとのことで、良い 

  繋ぎを行なっていただきたいと思っていま 

  す。宜しくお願いします。            

・水俣RC会長黒田徹真様 人吉RC様にお邪魔で 

  きました事、大変嬉しく思います。一年間宜 

  しくお願い申し上げます。            

・水俣RC直前会長栗﨑秀夫様 昨年度は井手直 

  前会長、石蔵直前幹事を始めとする会員皆様 

  には大変お世話になりました。人吉チャレン 

  ジカップ など参加させて頂き貴重な経験と 

  なりました。                        

・多良木RC会長山村正統様 今年1年宜しくお願 

  いいたします。50周年は大変お世話になりま 

  した。                              

・多良木RC幹事成松洋里様 本年度多良木RC幹 

  事を致します。１年間どうぞ宜しくお願いし 

  ます。有馬会長、新堀幹事宜しくお願いしま 

  す。                                

・多良木RC直前会長秋山二三幸様 一年間お世 

  話になりました。又、50周年全員登録ありが 

  とうございました。                  

・多良木RC直前幹事今田浩文様 50周年行事を 

らの年度計画を発表いただき協議いたします。

本来でしたら、しっかりと時間をとって協議し

ないといけないところですが、26の委員会を本

日の前半、来週の後半に分けて実施します。本

日は、戦略計画委員会とクラブ管理運営の12の

委員会を13時からの30分で実施いたします。 

   そこで今回、各委員会の会員構成と方針、

計画、予算のコピーをお手元に配布しておりま

す。委員長のお名前と、ロータリー歴、職業分

類を発表の後、委員会メンバの紹介は、お手元

の紙面にて確認いただきことで、ご協力お願い

いたします。 

   ご意見、要望等ご記入いただき、机に置い

ていただくか、持ち帰り記入の上FAXいただけ

ましたら、幸いです。各委員会で家庭集会を実

施いただきます。委員会活動の充実につながり

ますので、いいところもいいと書いていただき

ますと、励みになります。 

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

       幹事  新堀純子 

 

①配布資料             

 ・11月16日17日地区大会の案内チラシ(大分) 

 ・髙山ガバナーよりガバナー月信 

 ・水野エレクトよりＲＩ国際大会の案内 

②各委員長への案内   

 ・米山奨学生･学友･地区委員卓話募集の案内 

   →浦田委員長 

 ・人吉市長より8月分の「みんなで美しい人吉 

   づくり』 環境美化行動の実施の依頼 

   →増田委員長 

 ・事前研修報告 1月27日補助金管理セミナー 

   2月17日地区研修セミナー 4月8日地区研修･ 

   協議会5月27日会員増強セミナー 

③回覧物 

 ・人吉医療センター広報誌「翔」 

 ・玉名中央ＲＣ週報 

④掲示物 

 ・八代東ＲＣ例会取止めの案内 

 ・友好ｸﾗﾌﾞ指宿RC今年度理事･役員構成ご案内 

   

 

 

    委員長 馬氷慎哉 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  84.13％ 

欠 席 者 数 10名  6 / 2 9 例 会 71.88% 

出 席 者 数 52名 補 填 数 10名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 87.50% 

＊届け出欠席   渕田・竹長・岩下・宮﨑・塚本・後藤・外山 

               永尾・小林清・堀川      

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ   

 6/16熊本南RC60周年；岩下・山口・山田・浅野・竹長・加登住 

                     宮原・堀川・岡・丸尾 

         



  始め一年間大変お世話になりました。  

・人吉中央RC会長山下紀之様 今年度創立30周 

  年の人吉中央RCを宜しくお願いします。 

                                      

・人吉中央RC幹事梅田勇様 本年幹事を務めま 

  す。どうぞ宜しくお願い致します。    

・人吉中央RC副幹事藤本賢一様 副幹事を務め 

  ます。宜しくお願いします。          

・人吉中央RC直前会長村田優子様  お陰さまで 

  無事人吉中央RC会長職を終えることができま 

  した。皆様からのあたたかいお励ましありが 

  とうございました。今年は山下新会長のも 

  と、創立30周年を迎えます。どうぞ宜しくお 

  願い致します。                      

・有馬会長 水俣RC、多良木RC、人吉中央RCの 

  会長、幹事、直前会長、直前幹事の皆様、ご 

  来訪ありがとうございます。          

・新堀幹事 伊藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、水俣RC様、多良 

  木RC様、人吉中央RC様、ご来訪ありがとうご 

  ざいます。                          

・井手会員 水俣RC、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。水俣RC 

  栗﨑直前会長、多良木RC秋山直前会長、人吉 

  中央RC村田直前会長、昨年度は大変御世話に 

  なりました。                        

・武末会員 伊藤ガバナー補佐の一年間の無事 

  を祈ってスマイルします。            

【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 伊藤ガバナー補佐、水俣RC黒田会 

  長.皆様、多良木RC山村会長.皆様、人吉中央 

  RC山下会長.皆様、ようこそいらっしゃいま 

  した。1年間よろしくお願いいたします。 

                                      

 

           点 鐘   有馬宏昭 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）水野虎彦 副）青木一幸 

  委員）片岡啓一 井手富浩 宮﨑智弘 中川貴夫 

        延岡研一 渡辺洋文 鳥井正徳 本田 節 

        葉山稔洋 

1．方針 

  国際ロータリー 戦略計画４つの優先事項 

  ・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。 

2．計 画 

① クラブの活性化 

 ・例会の充実 

 ・委員会の活性化 

② 人吉ロータリークラブならではの奉仕活動の実施 

 ・５年ごとの継続事業の見直し 

    （発展的解消又は他団体へ移行等） 

 ・人吉ロータリークラブならではの奉仕活動 

    は何か⇒討論会（クラブフォーラムの実 

    施）現在実行中の活動も含め検討する。 

③ 2020年6月6日年に１度の“ロータリーの祭 

   典”【国際大会ホノルルへ行こう積立】の実施 

3．予算  委員会費 10,000円 

 

【クラブ管理運営委員会】 
委員長）水野虎彦 副）青木一幸 

  委員) 中島博之 竹長一幸 加登住亮 山賀勝彦        

        馬氷慎哉 本田  節 大賀睦朗 宮原和広      

        葉山稔洋 後藤竜一 塚本哲也   

1．方針 

RI のテーマ「インスピレーションになろう」 

       ～ロータリーは心の太陽～ 

国際ロータリー第2720 地区スローガン 

 「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」 

地区管理運営部門運営方針 

 「クラブの活性化、目指すは日本一」 

第62代有馬宏昭会長スローガン 

 「人生二度なし、良き出会いを」 

 管理運営委員会の役割とは、クラブの効果的

な運営のために活動することです。クラブが効

果的に運営されてはじめて、地域社会に奉仕

し、会員を維持し、クラブや地域のリーダーを

育成することができます。管理運営の各委員会

の連携、会長幹事との連携を図り、戦略計画委

員会の計画の実行のサポートを実行し、効率

的・効果的な運営を目指します。 

2．計画 

① 公共イメージ向上を図る 

・マスコミへの積極的な情報提供により対外的 

  イメージ向上を図る。 

・キッチンカーの有効利用 

② 管理運営面の強化 

・5年後には幹事・副会長でも事務が回せるよ 

  うにマニュアルを作成する。 

・事務局の「働き方改革」代休取得、フレック 

  スタイムを採用しサービス残業を無くす。 

・人吉RAC 助成金や周年行事積立金の捻出方法 

  の検討。 

・ニコニコ箱の原点回帰。 

③ 会員増強 



・職業分類の未充填を中心に全会員でリスト 

  アップ 

・女性会員や30歳代の会員候補者にも積極的に 

  声掛けする。 

・新会員の入会前後⇒R情報委員会による研修 

  地区研修協議会等への原則参加。 

 

【Ｒ情報委員会】 
委員長）中島博之 副）中川貴夫 

  委員）伊久美寛志 浦田繁喜 高山征治  

1.方針 

  ロータリーの会員に対して（特にR歴の浅い

会員）にR歴史、目的、活動状況や、国際ロー

タリーの情報等を提供する。会員並びに会員家

族にも、ロータリークラブ会員の責務に関する

情報を提供して理解と認識を深めてもらう様努 

める。国際ロータリーの情報提供等を行う。 

2.計画 

① 3年未満の会員に出席を求められる会合を周 

   知、徹底する。（第6グループ共有で） 

  入会3年未満の会員に、自発的に参加しても 

   らうように促す 

② 新会員への教育……会員候補決定者に、入 

   会前にオリエンテーション（方向づけ、進 

   路：方針の説明）を行う。 

③ 新会員が早くロータリーに溶け込める様に 

   援助する会員を1 名指名する。 

④ クラブ会報にロータリーミニ情報を積極的 

   に掲載する。 

 ◎ロータリー情報例会(11月財団月間の中で)   

 ◎国際ロータリー創立記念日2月23日（土） 

 ◎人吉ロータリークラブ創立記念日5月25日 

 ◎周年記念式典を迎えるクラブの情報提供と 

   参加の奨励 

３年未満の会員に強く参加を求められる会合

は、例会、年次総会、理事会、委員会、クラブ

協議会、クラブフォーラム、ＩＭ、地区協議

会、地区大会、家族会、家庭集会、その他（国

際大会、国際協議会） 

3.予算は資料代として5,000円 

 

【親睦委員会】 
委員長）竹長一幸 副）山田仁法 

  委員）北昌二郎 鳥井正徳 堀川匠太 寶代誠志  

1.方針 

ロータリー活動の主要な柱である「親睦活動」

を通して、会員の親睦はもちろん、会員のご家

族の方々にも楽しく参加していただけるよう企

画し運営する。 

2.計画 

① 親睦活動（五大親睦） 

 7月 6日 新旧役員歓送迎会（七夕例会） 

 8月17日 納涼家族会 

 12月21日 忘年会 

 1月11日 新年会 

 6月 7日 賀寿会 

 10月 5日 月見例会 

 3月29日 花見例会 

 10月19日 例会通算3000 回記念例会 

② 誕生・結婚祝い（毎月） 

 記念品の贈呈 

③ 夫人の集い  会長・幹事夫人 

3.予算（2,130,000） 

委員会費 50,000 

五大親睦活動費 1,550,000 

誕生・結婚記念日祝い品費 200,000 

夫人の集い費 180,000 

賀寿会記念品、納涼会ゲーム等補助費 150,000 

 

【ＳＡＡ】 
委員長）加登住亮 副）安達玄一 

  委員）村山能史 村田武澄 増田隆二  

1.方針 

例会はロータリー活動の基本です。例会での会

員の親睦と意識の共有が様々な事業を成功に導

きます。より実りある例会となるよう、品位を

持ちつつ、話の内容に集中できる場となるよう

準備と設営に取り組みます。また、本年は3000

回を超え、次の歴史を刻む年となります。1回1

回を大切にしつつ、40回余りの例会を滞りなく

終えることができるよう努めてまいります。 

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 

  委員会、親睦委員会などと必ず打ち合わせを 

  行う。 

③席はできるだけ親睦できるよう工夫する。

（尚、ﾆｺﾆｺ箱委員会は固定。遅刻や早退が事前 

  にわかる場合は出口近くに設定する。） 

④特に来訪者や新入会員が、リラックスできる 

   環境を作る。（同席者） 

⑤例会準備物の確認と保管は丁寧に行う。 

⑥ソングリーダーは2ケ月ごとに持ち回りで担 

  当する。 

⑦音響、映像及び照明等は委員全員が行えるよ 

  う確認する。 

⑧3000回記念例会に向け7月に家庭集会を開催 

  する。 

⑨食事開始は、通常例会時、12時からにする。 

⑩卓話等、話の内容が伝わりやすい環境づくり 

  に心がける。 

3.予算 （100,000） 

委員会費 28,000 

新入会員関係費 17,000 

看板費 55,000 

 

 



【プログラム委員会】 
委員長）青木一幸 副）岩下幸司 

  委員）片岡啓一 石蔵尚之 尾上暢浩 

1.方針 

例会が、各会員にとって意義のある場であり時

間となるよう 

① プログラム内容の充実 

② 昼食等の親睦時間の確保 

③ 時間内での効率的運営   に取り組みます。 

2.計画 

①例会の内容について、会長・幹事等とともに 

  事前の打合せを行う 

 (毎週水曜日11時～事務局） 

②各例会でプログラムに組み込まれたイベント 

  については担当委員会と事前の打合せを行う 

③プログラム進行については月当番制を原則と 

  し当番の会員は水曜日の打合せに参加する。 

3.予算は外部卓話記念品として40,000 

 

【ニコニコ箱委員会】 
委員長）山賀勝彦 副）岩井和彦 

  委員）武末憲一 有村隆徳 小林祐介 内藤靖雄 

1.方針 

①会員やご家族、事業所の慶びやお祝い事をタ 

 イムリーにニコニコしていただけるよう雰囲 

 気づくりに努めます。 

②目標金額は150万円とする。 

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 発表は、各委員が交代で担当する。 

 山賀 ⇒ 岩井 ⇒ 武末 ⇒ 有村 ⇒ 内藤 

3.予算は、委員会費として10,000、ビジターへ 

  の記念品代20,000 

   

【出席委員会】 
委員長）馬氷慎哉 副）板井英朗 

  委員）川越公弘 丸尾 孜 原田知一郎 

1.方針 

例会出席は、クラブ会員としての義務であり基

本でもあります。 

 ・出席率の向上 

 ・無断欠席の削減（コスト削減） 

 ・出席報告の徹底 

2.計画 

① メークアップの奨励 

  Eクラブ、地区セミナー等の周知 

 （特にローターアクト例会の周知） 

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。欠席の場合は、当日午前10 時 

   までに事務局への連絡徹底。 

③ 100% 出席達成者を表彰する。 

3.予算（60,000） 

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）本田 節  副）平田フク 

  委員）延岡研一 愛甲 康 友永和宏  

1.方針 

国際ロータリーの大きな方針の一つでもありま

す「会員増強」は、クラブ活動運営の活性化の

ための手段として、必須のテーマであります。 

本年度も会員の退会防止への対策、対応にも努

めて参りたいと思います。そのためには、入会

後の新会員のサポートやロータリー情報委員会

とも連携して全会員“チーム増強人吉ロータ

リー”という気持ちで増強に努めて参ります。 

2.計画 

①純増２名。 

②地区の方針でもあります女性会員40歳以下の 

  会員入会も推進する。 

③職業分類表の空白部分を埋めるため、候補者 

  リストをつくり（全会員にお願いする）、対 

  策を練り、行動する。 

3.予算  委員会費10,000 

 

【職業分類委員会】 
委員長）大賀睦朗 副）大久保勝人 

  委員）外山博之 山口令二 和田栄司  

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現在に合った 

  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）宮原和広  副）浅野 強 

  委員）堤 正博  堤 脩 

1.方針 

理事会の要請を受け、被推薦者の会員としての

資格条件と個人的な面から検討し、その人格、

職業上及び社会的地位、並びに一般的な適格性

を調査する。 



2.計画 

①公正な立場から調査を行なう。 

②会員増強委員会、職業分類委員会と連携を密 

  にする。 

③理事会の要請を受けたら委員会を開催し、そ 

  の結果を迅速に理事会へ報告する。この間、 

  公表に至るまで秘密は厳守する。 

3.予算 委員会費 7000 

 

【公共イメージ委員会】 
委員長）葉山稔洋  副）戸髙克彦 

  委員）渡辺洋文 井手富浩 宮﨑智弘 

1.方針 

人吉ロータリークラブの魅力をホームページや 

フェイスブック等を利用して発信し、イメージ

アップを図る 

2.計画 

①表敬訪問（7月6日・9日）青井神社参拝 

 球磨地域振興局・人吉新聞社・人吉警察署 

 人吉市役所・人吉税務署・人吉商工会議所 

②活動行事の広報、キッチンカー等 

  （人吉新聞・FB・HP・ロータリーの友等） 

③マイロータリーへの登録22% →50% へ 

④Ｅクラブへのメークアップ方法の指導 

⑤ＩＴ研修会 

3.予算（250,000） 

  報道機関広告費 100,000 

  ホームページ管理費 100,000 

  ＩＴ研修会 50,000 

  

【雑誌委員会】 
委員長）後藤竜一  副）板﨑幸範 

  委員）岡啓嗣郎 小林清市 山本知枝 

1.方針 

ロータリーの友の購読は、ロータリアンの義務

である。ロータリーの友を通じ、ロータリーの

精神、活動への理解をより深め、今後の人吉

ロータリークラブの活動の参考になるよう内容

の紹介に努める。 

2.計画 

①ロータリーの友の記事紹介。 

②記事の紹介においては、熟読の推進を図るた 

  め全会員に協力要請する。 

（各委員会より記事紹介者の推薦を募る等） 

③一般への広報活動として、ロータリの友を会 

  員企業の事務所及び待合室等に常備してもら 

  う。 

④人吉ロータリークラブの活動を広く周知する 

  ため、公共イメージ委員会と連携しロータ 

  リーの友へ投稿する。 

友の紹介当番 

 7月後藤  8月板﨑   9月会員より 10月山本   

11月岡   12月会員より 1月小林    2月板﨑 

 3月会員より 4月山本  5月岡    6月後藤 

【クラブ会報委員会】 
委員長）塚本哲也  副）漆野智康 

  委員）永尾禎規 中村太郎 渕田秀雄 

1.方針 

①例会プログラムをよく理解して、正確で見や 

  すい会報作りを心掛ける。 

②例会を欠席した会員にも例会の内容が分かる 

  よう編集する。 

③会報作成の効率化を図るため、原稿の提出を 

  お願いする。また、外部卓話者には担当委員 

  長と打合せの上、原稿を用意して頂く。 

2.計画 

①月初めの会報に当月の行事予定を掲載し、会 

  員への周知を図る。 

②例会プログラムの進行に合わせ写真を的確に 

  撮る。 

③原稿は出来るだけデータで頂くように依頼す 

  る。 

④見やすくわかりやすい会報作成を心掛ける。 

3.予算（380,000） 

会報ファイル 7,000 

会報印刷   370,000 

カメラ用電池 3,000 

 

 

【伊藤ガバナー補佐 総評】 

  立派な運営計画を聞かせていただき大変参考

になりました。「人生二度なし、良き出会い

を」と人吉ＲＣ有馬会長のスローガンにもあり

ますように、ロータリーを楽しみながら活動し

ていただきたいと思います。そして、ロータ

リーは素晴らしいものだということを周りの

方々に理解していただくということが重要だと

思います。人吉クラブの皆様頑張って下さい。 

一年間宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


