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平成 29 年 5 月 18 日 №2343  

  

来訪者  玉名 RAC 会長 内藤直様 幹事 鶴

田結香様  

  

今月の誕生日・結婚記念日お祝い（河田委員長）  誕生

日  

    小篠健一会員 堀本武司会員 村田博文会員  

  

 結婚記念日  

    小関ニ誠会員 高木孝英会員 田原豊昭会員 上田良一会員 野田政治会 本田正美会員   高木幸照会

員 嫩靖也会員  

 
会長の時間  

皆さんこんにちは、まずは、本日は次年度のクラブ協議会となっております。吉永会長エレクト、渡邉太郎次年度幹

事を始め各委員長の皆様には、どうぞ宜しくお願いいたします。  

玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org    

ホームページ http://www.tamanarc.org/  



 

 

 

 さて、先々週の５月７日（日曜日）に菊池川河川敷において、ローターアクトの清掃活動が開催されました。その際

に、吉永会員、吉岡会員、堀本会員、渡邉太郎会員には、ご参会を頂き誠にありがとうございました。  

 若干、曇り空でありあましたが、去年と比べて暑くもなく、とても爽やかな朝で、気持ちよく清掃活動ができました。 

何よりも、青少年奉仕月間である５月にローターアクトの皆さんと一緒に奉仕活動が出来たことは、大変意義深かっ

たと思います。  

 実は昨日、私は九州看護福祉大学の創立２０周年記念式典に参加したのですが、そこに、ローターアクト創立当

時、学長だった二塚前会員から、「ローターアクトは、とてもいい活動ですので頑張ってください。」という言葉を頂き

ました。  

 今日もローターアクトの会長・幹事が来られていますが、今後も会員の皆様には、ローターアクトの活動に、ご理解

とご支援の程、どうぞ宜しくお願いいたします。そして、ローターアクトの皆さんには、例会や奉仕活動を今後とも頑

張って頂きたいと思います。  

 ところで、話は変わりますが私は先週の土曜日、地区の社会奉仕委員として職業奉仕と社会奉仕・国際奉仕の三

部門の地区研修会の開催についての打ち合わせに熊本空港近くのホテルエミナースに行って参りました。地区の

会議に初めて参加しましたが、行ってみると全員で１１名の少人数の参加で、皆さん和気あいあいとした中で話合

いが行われました。  

 決定事項としましては、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の３部門の研修会は、１０月２２日（土）大分ホルトホールで

開催されることとなりました。当初、熊本県内で行われる予定でしたが、３００名程度の研修が出来る施設が震災の

影響で見つからないために、大分で開催されることとなりました。  

 また、いよいよ、来週の土曜日５月２７日に熊本第一グループの IM がホテル白鷺荘にて開催されます。IM は、山

鹿と荒尾と玉名の４つのロータリークラブが一堂に会する年に一度の研修会ですので、親睦を深める上でも、どうか

是非ご参加のほどよろしくお願いいたします。  

 そして最後に、会長職も今月と６月の２カ月だけとなりました。色々と不手際な部分もあったとは思いますが、私にと

って、この様な経験は人生で２度と無いことだと思いますので、残りの期間も、悔いの無いように、更に気を引き締

めて大石幹事と共に取り組んで行きたいと思います。残りの期間も、会員の皆様には、ご指導とご協力のほど、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 以上で、簡単ですが会長の時間を終わります。  

  

【幹事報告】大石幹事  

 ○例会変更  

  熊本菊南 RC・・・５月２４（水）米山留  

           日時：７月２４日 (水)  

           場所：郷土料理「はや川」          クラブ指定の休会  熊本東南 RC・・・５月３１日

（水）クラブ指定の休会  

６月２１日（水）形祝会・新旧役員交代式場所：日本りょう   

  熊本西南 RC・・・６月１５日（木）創立４１周年記念例会の為１８：３０に変更   

６月２９日（木）定款第 8 条第 1 節に基づき取り止め  

○宇土 RC より創立３０周年記念式典の御礼の案内が来ています。  

○2720 Japan O.K．ロータリーE クラブより仮例会のお知らせとご案内が来ています。  



 

 

 

 仮例会日 ５月１５日（月）  

 ウェブサイトアドレス ｈｔｔｐ：／／ok２７２０eclub．Jp  

○肥後大津 RC  ロータリークラブ熊本復興応援モニターツアー(6 月 10 日～12 日) 歓迎セレモ二―のご出席

のお願いが来ています。  

○地区職業奉仕部門より参加要請のご依頼が来ています。  

『きみも起業してみないか！！』  

日時 ５月２８日（日）１３：００場所 

グランメッセ熊本   

高校生・大学生・専門学生の参加がすくない為＊(ロータリアン１名義務出席)  ○2720JapanO.K.ロータ

リーE クラブの加盟認証状伝達式出席のお願いが再度きています。  

  日時 ６月１８日（日）11:00  

  場所 オアシスタワー                                         

○子どもの村東北より認定取得のお知らせ（認定 NPO 法人）・ご寄付継続のお願いが来ています。  

○熊本県青少年育成県民会議より平成２９年度熊本県青少年育成県民会議総会の開催ご案内が来ています。    

 日時 ５月３０日（火）１４：００  場所 

熊本市国際交流会館   

 演題:青少年育成の視点「集団科学」の進め 講師 吉田 道雄氏  

○玉名中央 RC・八代 RC 週報・玉名 RAC 例会報・ハイライトよねやま・宇土 RC３０周年プログラム回覧

します。  

 ・例会変更：熊本菊南 RC、熊本東南 RC、熊本中央 RC、熊本西南 RC  

 ・宇土 RC より創立 30 周年記念式典御礼の案内  

 ・第 27 回「高瀬裏川花しょうぶまつり」の案内（ポスター配布）  

  

＊家族懇親バーベキュー例会の御礼（松本会員）の挨拶がありました。  

  

＊RAC 報告（内藤 会長、鶴田 幹事）  

 ・今年度の活動報告  

  クラブターゲット：縁（えにし）  

  ・例会 8 回（玉名 RC 事務局）、移動例会 4 回、合同例会 4 回  

   今期は、合同例会や卓話を積極的に取り入れ、出席したくなるような例会の機会を増やしました。  

 

【委員会報告】  



 

 

 

 クラブ広報委員長 吉岡 委員長  ロータリーの友（5 

月号）の案内  

   左 7 ぺージ～13 ページ   RYLA（ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）について    

左 31 ページ    阿蘇 RC「阿蘇神社」復旧支援の記事掲載    左 32 ページ

～33 ページ  「よねやまだより」（ウクライナ）  

   左 60 ページ～61 ページ  友愛の広場「職業奉仕はロータリーの根幹か？」    

右 4 ページ～8 ページ  「上杉鷹山の訓え」    以上、皆様お読みください。  

  

【スマイル報告】小山委員  

鶴田会長・大石幹事・・・本日のクラブ協議会吉永エレクトよろしくお願いします。   

山田さん・・・諸用で早退します。クラブ協議会 頑張って下さい。  

本田さん・・・暑くなりましたので体調に気を付けてください。打合せの為早退致します。堀本さん・・・ク

ラブ協議会、委員長にもかかわらず早退しまして申し訳ありませんまた誕生祝ありがとうございます。   

松本さん・・・ローターアクト内藤会長、鶴田幹事ようこそ頑張って下さい。  

４/２２「バーベキュー家族会」のお礼を頂きましたが、スマイルいたします。    

山口さん・・・吉永様卓話、ありがとうございます。  

松﨑さん・・・ローターアクトの会長、幹事様のご来訪心から歓迎します。久し振りの例会楽しみに来まし

た。  

  

村上さん・・・R/A 内藤会長、鶴田幹事様のご来訪心から歓迎致します。今年度もあと１ヶ月程になりまし

て、鶴田会長・大石幹事の頬がほころんで見えますでも気を抜かずに最後迄緊張感を持って頑

張って下さい。    

中嶋さん・・・結婚祝、誕生祝の皆様おめでとうございます。  

山田司さん・吉岡さん・井上さん・吉田さん・杉谷さん・小山さん・・・誕生日、結婚記念日の皆様おめでと

うございます。  

小関さん・・・結婚記念の祝いありがとうございます。  

田原さん・・・結婚祝い有難うございます。玉名ローターアクトの会長・幹事ようこそ  

小篠さん・・・誕生祝いありがとうございます。傘寿が近づきました。年をとるとはこんなことかと思い知ら

されています。  

田畑さん・・・娘が結婚します。一安心ですが、少し寂しくなります。２７日（土）挙式なので IM は欠席し

ます。  

吉永さん・・・本日はクラブ協議会です。おせわになります。  

  

                         前回までの累計 ￥８７１．８５０  今     回 ￥ ４６．０

００  合     計 ￥９１７．８５０  

【出席報告】小山委員出席  

  



 

 

 

本日

の出

席 

会員数  ４８（４２）名  

欠

席

者 

深見 嫩 浜田 廣田 古賀 村田野田 

西嶋 志賀 田中 高木瀧川 浦田 上村 

上田継 山村  

出席数  ２６  名  

出席率  ６１．９％  

前回

の出

席 

前回出席数  ２３名  
前

回

の

メ

ー

ク

ア

ッ

プ 

本田 井上 松本 松﨑 田畑山田邦  

修正出席数  ２９名  

修正出席率  ６７．４４％  

出席規定適用免除者         ８名   

  

  

【今後のプログラム予定】  

熊本第１グループ IM（5 月 27 日）  

【卓話】  

「次年度クラブ協議会」  

 吉 永   次年度会長  渡邉 太朗 

 次年度幹事  発表者  

 

 ・クラブ管理運営委員会  ：本田正美 委員長（代理 渡邉 太朗）  

 ・親睦委員会     ：古賀すみ代委員長（代理 渡邉 太朗）  

 ・プログラム委員会    ：高木幸照 委員長（代理 大石 副委員長）  

 ・公共ｲﾒｰｼﾞ向上・IT 委員会  ：西嶋真悟 委員長（代理 渡邉 太朗）  

 ・SAA 委員会     ：吉岡一雄 委員長  

 ・出席スマイル委員会   ：河田和裕 委員長  

 ・メークアップ委員会   ：井上幸  委員長  

 ・会員増強委員会    ：山田邦男 委員長（代理 渡邉 太朗）  

 ・奉仕プロジェクト委員会  ：松崎健次 委員長  

 ・職業奉仕委員会    ：杉谷方英 委員長  

 ・青少年奉仕委員会    ：堀本武司 委員長（代理 小篠 副委員長）  



 

 

 

 ・R 財団・米山記念奨学委員会 ：村上弘  委員長  

 ・社会奉仕委員会    ：田中雄三郎委員長（代理 渡邉 太朗）  

 ・国際奉仕委員会    ：小山倫生 委員長  

 ・クラブ財政委員会    ：田畑博隆 委員長  

  

ロータリー家族清掃活動  

        ５月７日（日）９：００菊池川沿岸・高瀬裏川周辺  

※第 2720 地区 各所にて一斉に開催されました。      ＊参加された方々お疲れ様でした。  

  

 


