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熊本地震でお亡くなりになられた方へ謹んで哀悼の意を表し、全員で黙祷しました。
【会長の時間】鶴田会長

まずは、熊本地震で被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げますと共に、
不幸にも亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表します。
この地震では、死者４８人、関連死１１人、負傷者１１４１人、住宅被害も深刻で避難者が
今なお９万２千人余りという甚大な被害を受けております。 また、熊本城や阿蘇神社など
熊本県を代表する建造物や各企業も大きな被害を受けました。インフラ復旧も少しずつ
進んでいますが完全な復旧は、まだまだ先の様です。
そして、地震発生から７日が過ぎても、震度１以上が７１３回に上り、今なお余震が収まらない状況で、避難所
では、避難者が食料や物資の不足から不自由な生活をしいられておられます。中にはエコノミークラス症候群
で亡くなられる方もおられます。
このような中、我々は状況を適時把握しながら適切な援助を行っていかなければならないと思います。そこで、
１９日（火曜日）に緊急理事会を開催いたしました。
そして、皆様に fax で御連絡いたしまし通り、まずは、義援金を送りたいと思いますので、皆様の善意のスマイ
ルをよろしくお願いしたいと思います。
また、個人で物資を提供される場合は、岱明運輸株式会社に届けていただければ、玉名青年会議所の皆さ
んが被災地の必要な場所に必要な物資を届けられますので、利用して頂ければと思います。
昨日、私もスポーツドリンクとウエットティッシュを持って岱明運輸に行って参りましたが、玉名青年会議所の皆
様が８人程いらっしゃって荷物の受け入れをして頂きました。敷地も大変広く受け入れもスムーズにできると思
いますので、是非、利用して頂ければと思います。
必要なものは、カップ麺等の保存がきく食糧、おむつ（大人用・子供用）、乾電池、粉ミルク、離乳食、おしり拭
き、ブルーシート、水、スポーツドリンク、となっておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
ところで、今回の地震では馬山中央ロータリーの皆様も当クラブの皆さんの安否を心配されておられまして、
問い合わせがありました。今のところ、物的被害はあるようですが、幸い人的被害は今のところ無いようですの

で、その旨回答いたしました。被災地の皆様の少しでも早い復興を祈念して、二日前に開催された緊急理事会
の参加者全員で義援金としてスマイルしたいと思います。
最後に、本日は新旧委員会引き継ぎフォーラムとなっておりますので、委員長の皆様どうぞよろしくお願いい
たします。
【幹事報告】大石幹事
○例会取り止め
熊本城東 RC・熊本グリーン RC・熊本東 RC・熊本東南 RC・熊本北 RC・熊本 RC・熊本江南 RC・熊本南 RC
＊熊本ホテルキャッスル・ホテルニューオータニ熊本・ホテル日航熊本 被災のため当面の例会開催困難です。
○野田ガバナーより熊本地震現状報告がきていますので回覧します。
○熊本地震被災者支援について
①熊本地震総合支援室を前田ガバナーエレクト事務所に設置
②支援には緊急支援（必要物資）と中長期支援（義捐金・募金活動）
○熊本地震被災者義捐金協力のお願いがきています。
○各クラブ被害状況の報告のお願いがきています。
・地震の影響で 3 日以上勤務できなかった方
・被害状況
・今後地域社会を含めどのような支援を望まれるか。
○日田中央 RC より 4 月 23 日（土）開催予定の創立 40 周年記念式典延期のお知らせがきています。
○玉名中央 RC 週報・八代 RC 週報・玉名ローターアクト例会報（1 月～3 月）・玉名商工会議所だより花しょうぶ
回覧します。
【スマイル報告】深見委員長
鶴田会長・大石幹事・・・本日の委員会引継ぎ会どうぞよろしくお願いいたします。
千蔵さん ・・・地震お見舞い申し上げます。
田中さん ・・・熊本地震お見舞い申し上げます。県民、市民、皆さんで復興していきましょう！！
知人、親戚も多数被災しました。
堀本さん・吉岡さん・渡邉太さん・本田さん・深見さん・・・この度の震災、皆様お疲れ様でございます。皆で復興
に向け協力いたしましょう。
渡邉知さん・・・熊本地震びっくりです。私も自宅は TV が壊れたくらいでしたが、神社の社務所や鳥居などの石
造物が破損しました。皆様方はいかがでしょうか。
村上さん ・・・今回の熊本地震について大変な事でしたが、玉名はそれ程ではなくよかったです。会員の田原
豊昭さんの手術が今日の予定です。無事の成功を祈りたいと思います。
田畑さん ・・・本日は新旧委員会の引継ぎです。よろしくお願いします。今回の震災の被害に遭われた方にお
見舞い申し上げます。
井上さん ・・・地震での影響、被害とあり、これからの皆様の安心、安全をお祈り申し上げます。
豊永さん ・・・足元が大変悪い中、出席メンバーの皆さんお疲れ様です。
山田司さん・・・本日は役員会出席のためスマイル早退します。
前回までの累計
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【出席報告】深見委員長
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本田 松﨑 小関 渡邉太

津留

吉永 山口 山村

米倉

１０名

【今後のプログラム予定】
４月２８日（木）50 周年協議会（18：30）
５月 ５日（木）こどもの日のため休会
【卓話】
「新旧委員会引き継ぎフォーラム」
鶴田会長・大石幹事・各委員長
会長としましては、皆様にご迷惑をおかけするばかりで諸先輩方を初め、会員の皆さん、大石幹事、事務局
の村上さんに頼りきりで、なんとかここまでやってこられたようなしだいです。
今後は、更に５０周年記念式典や記念事業が迫っております。
皆さんのお知恵をおかりして、５０周年事業については松本実行委員長の元、精一杯頑張って行きたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願い致します。
なお、会員増強については山田邦男前会長の方針を引続ぎ、強化して行きたいと思います。５０周年開始時
に５０人を最後まで目指し、クラブの会員増強目標を５５人としていきたいと思いますので、合わせてご協力の
程、お願いいたします。
また、次年度からの会員増強と奉仕活動・クラブ管理につきましては、年度を超えて継続的に方針をたてて活
動をして行く為の仕組みを作って行きたいと思いますので、会員の皆様のお知恵とご協力の程、どうぞ宜しくお
願いいたします。それでは、新旧委員長の皆さん本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○SAA 委員会 田畑委員長
・今年度の成果
基本的な例会進行、フォーマットに沿った例会の運営は、ある程度形づくられたと思う。
・今年度の反省
ゲストを迎える姿勢をもっときちんとした方がよかったと思う。（複数メンバーが整列して出迎える等・
SAA 委員は全員タスキを付けて）

もう少し会話にアドリブを加えてもよかったか？
他の委員にももう少し担当してもらえばよかった。
・課題と次年度へのアドバイス
先輩の会員に唱和のローダー等、頼み事をするのは、なかなか難しいが先輩会員への働きかけも積極的に
してほしい。
○プログラム委員会 元山下委員長
・今年度の成果
会長及び 2720 地区の方針により、会員相互の親睦を深めることを目的に内部卓話を中心に計画を進めて
きた。また、外部卓話は時節を捉えたテーマで計画を実施してきた。
・今年度の反省
内部卓話の計画は事業年度の初めから決めてあるので、もっと早めに会員に実施月を決めてお願いをして
おいた方がよかった。
・課題と次年度へのアドバイス
事業計画の作成には、プログラム委員長は参画しておいてください。年間事業の合間の卓話を計画するに
は、年間のスケジュールを頭に入れておいて、少なくとも 3 ヶ月前までにはお願いをしておいた方がいい
と思います。
○親睦委員会 豊永委員長
・今年度の成果
実施予定であった新年度祝賀会、新会員歓迎会、新年祝賀会、親睦ゴルフ大会、親睦麻雀大会、全て実施
する事ができ、かつ予算内で行う事ができた。
・今年度の第１例会時、誕生日者、結婚記念日者をお祝いしており、今年度は結婚記念日該当会員の夫人を
例会に招待する様にしていたが参加者が少なかった。
・課題と次年度へのアドバイス
会員の奥様にロータリーへの理解と協力が欲しいため、ご夫人が参加できる企画の立案が望まれる。
同好会設立を目的として会員個々の趣味に関するアンケート調査を行い、その結果を得る事ができた。次
年度は、その中から 1 つでも同好会でき会員間のより一層の親睦が図られたらと思う。
○広報委員会 堀本委員長
・今年度の成果
週報の早期配布
ロータリーの友の分かりやすい案内
・今年度の反省
対外への広報ができていなかった。
・課題と次年度へのアドバイス
週報早期作成のためにも会長の時間、卓話、委員会報告の方が話をされた内容のデータ又は資料を確実に
頂くように各会員へ周知して頂く。メディアの発信は市役所へ。
○会員増強委員会 山田委員長
・今年度の成果
5 名の増加がありました。残り 2 ヶ月余り更に活動を続ける。
・今エンドの反省
親睦委員会との連携が計れなかったように思われます。
・課題と次年度へのアドバイス

増強に対し、会員 1 人 1 人がもっと自覚すべき。情報提供を委員会へ。
○奉仕プロジェクト委員会

中嶋委員長

・今年度の成果
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕各委員会でそれぞれの事業計画どおりに実行できた事と思う。
・今年度の反省
会員各自の奉仕意識を高めるためのアピールが少々欠けていたような気がする。
・課題と次年度へのアドバイス
熊本地震後の復旧活動に何らかの援助ができるよう会員の意識を統一できたらいいと考える
○職業奉仕委員会 高木委員長
・今年度の成果
今年度に実施したい計画の達成は、様々な事情で十分ではなかったが、委員会を多く開いたことは意義が
あった。
・今年の反省
職場訪問が実施できなかった。
（今日現在のところ）
・課題と次年度へのアドバイス
多くの会員が参加できるように、開催時期、訪問先の希望、アンケートを行ったらよいかと思います。
（秋は修学旅行シーズンで予約が難しい会社がある。）
○国際奉仕委員会 山口委員長
・今年度の成果
玉名 50 周年前に馬山中央ロータリークラブと玉名訪問に対して打合わせができ、
大筋合意が終わった事。
・今年度の反省
委員長として欠席が多く、活動もできずご迷惑をおかけ致しました。
・課題と次年度へのアドバイス
馬山中央ロータリークラブと玉名ロータリークラブの姉妹締結に対して“温度差がある”と思います。
せっかく 30 年も築いた関係を大事に育ててください。
○青少年奉仕委員会 米倉委員長
・今年度の成果
第 26 回玉名ロータリー杯少年少女親善空手道練成大会の開催（8 月 250 名参加 大盛況に終わった）
ローターアクト、インターアクト例会等参加支援。会長、幹事、会員の皆さんの協力。
ローターアクト（5 名でスタート 現在 11 名）
・今年度の反省
委員会活動どころかロータリーそのものの出席率が悪かった。
ローターアクト、インターアクトの活動に会員も積極的に参加する。
・課題と次年度へのアドバイス
当クラブ共催で 26 年続く空手大会の応援、協力。
当クラブ同様、会員増強がテーマ。さらに積極的にローターアクト、インターアクトの支援（例会参加）
当クラブの行事にも参加してもらう。ローターアクト、インターアクトの行事に参加～つながりを強く。

