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【会長の時間】鶴田会長 

皆さんこんにちは。 

 まずは、先週の土曜日、新幹線玉名駅にて開催されました、滋賀県からの「熊本復興応援ツアー」の歓迎セ

レモニーに当クラブから１０名の皆様に御出席を頂き、誠にありがとうございました。この事業は、２７２０

地区に寄せられた災害復興支援金により行われる、肥後大津 RC 主催の事業でありますが、当クラブも地元

RC として協力することといたしました。 

 まだまだ熊本震災の風評被害が続いており、観光客や修学旅行も減っている中、滋賀県からお見えの皆様に

は、蓮華院・万田抗・山鹿温泉・阿蘇などの観光地やグルメを大いに楽しんで頂き、滋賀県における観光大使

になって頂ければと思います。 今後も、５回程度、コースや宿泊先を変えて実施するということですので、

その際には出来るだけ協力していければと思います。 

 次に、皆さんに御報告があります。 

 実は、先週の例会の後に開かれました「パスト会長会議」において、次々年度、つまり来年の７月からスタ

ートする本田ノミニー年度における、第一グループのガバナー補佐を、当クラブを代表して中嶋会員にお願い

することとなりました。  

 中嶋会員は、常々ご自分のことを「頭は真っ白、腹は真っ黒」とおっしゃっておられましたが、今度は「白」

と「黒」の間の「虹色」で第一グループの「かけ橋」になられることとなりました。当クラブの会員全員で、

精一杯、応援していきたいと思いますので、中嶋会員には、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、今日は各委員長の皆様によります「一年を振り返って」です。各委員長の皆様には、一年間本当にご

苦労様でした。皆様のお蔭で、素晴らしい一年となりました。今日は、次年度へのアドバイスの意味も含めて、

お話し頂ければと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 そして、最後になりましたが、今日の例会は２３年間に渡り当クラブの事務局を、一人で担当して来られま

した、村上みどりさんが事務局として出席される最後の例会となりました。非常に残念なことです。そして２

３年間大変お疲れ様でした。 

 実は、学生時代、村上さんとは、直接面識はありませんでしたが、１学年違いで玉名町小・玉名中学・玉名
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高校と同じでしたので、色んな学生時代の事を事務局で話したことが思い出されます。 

 それと同時に、クラブのことやロータリーのことを、例会場と同じくらいに村上さんには学ばせてもらい、

育てて頂きました。入会間もない私にとって、とてもラッキーだったと思います。 

 今日で最後というのは、非常に残念でなりません。これは、会員全員の気持ちだと思いますし、まして、長

い間、関わってこられた諸先輩方にとっては、如何ばかりのものかと思います。 

 そこで、積る話も沢山あると思いますので、来週の江戸長での夜の例会は「事務局の村上さんと宮下さんの

歓送迎会」として、お二人にお出で頂くことといたしました。皆さんには大いに語り合って頂ければと思いま

す。 

 また、新任の宮下さんには、村上さんが今年の３月から今日まで精一杯、申送りをされてこられ、また、宮

下さんも一生懸命に努力されておられますが、まだ１年間を通して経験していないこともあり、不安やプレッ

シャーもあることと思います。分からない部分も今後あるかと思いますが、そこは会員全員でフォローして行

きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 最後に、村上みどりさんの今後のご健康とご多幸をご祈念して会長の時間を終わります。２３年間、本当に

お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】大石幹事 

 ○熊本東 RC例会変更が来ています。 

    日時 ３月２７日（火）１９：００から 

    場所 熊本ホテルキャッスル 

 ○熊本第一グループガバー補佐犬束様より「歴代分区代理・ガバナー補佐会」開催のお知らせが来ています。 

    日時 ６月２７日（火）午後７時～ 

    場所 司ロイヤルホテル 

○ハイライトよねやま回覧します 

  

【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（6月号）の案内 

   左 8ぺージ   国境を越えアジアの人々の為に 

   左 16ページ～17ページ 100年以上続く企業より永続性を学ぶ 

   左 38ページ～39ページ 米山だより（イラクの奨学生） 

   左 42ページ  3月開催の 2720地区、地区大会の記事 

   左 68ページ～69ページ  「実業家による長寿の鍵」 

   以上、皆様お読みください。 

 

【スマイル報告】小山会員 

 鶴田会長・大石幹事・・・本日の一年をふり返って、各委員長本当にお世話になりました。また中嶋さんに

はさらい年度のガバナー補佐就任お世話になります。最後に村上事務局員さん

23年間本当にお世話になりました。退任式よろしくお願いします。 

 深見さん・・・先日は誕生祝いただきありがとうございました。それから欠席が続き申し訳ありません。 

 平野さん・・・村上みどりさん 23年間ご苦労様でした。 

 松本さん・・・村上みどりさん 23年間お疲れ様でした。 



 川上さん・・・村上さんお世話になりました。 

 本田さん・・・村上さん、長い間いろいろとお世話になりました。 

 田原さん・・・村上みどりさん、本当に長い間お疲れ様でした。思い起こせば玉栄館の離れからスタートし 

        本日までいろいろなことがありましたね。今思えば楽しかったですね。これから頑張ってく 

ださい。 

 村上さん・・・事務局村上みどり様、長い間お世話になりました。歴代の会長、幹事さんたちが大助かりで

した。今後のご健勝を祈ります。 

 高木幸さん・・・村上さん、ありがとうございました。 

 山田司さん・吉岡さん・堀本さん・井上さん・田中さん・渡邉さん・吉田さん・小山さん・・・ 

        村上様、23年間お世話になりありがとうございました。おつかれさまでした。 

 山口さん・・・村上さん、大変お疲れ様でした。 

 杉谷さん・・・村上さん、父共々いろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。 

 渡邉知さん・・・鶴田会長、大石幹事 2 年間お疲れ様でした。玉名 RC の 50 周年行事も見事にのりきられ

ました。これからもさらにロータリー人生を楽しんでください。各委員長さんも 1 年間ご

苦労様でした。 

 渡邉知さん・・・村上様、長い間本当にありがとうございました。名事務員として玉名ロータリークラブを

お支えいただきました。ご苦労様でした。お世話になりました。 

 事務局村上さん・・・皆様に長い間お世話になり、ありがとうございました。クラブのご発展と皆様のご健

康、ご活躍をお祈りしております。 

                             前回までの累計 ￥  ９６５，８５０ 

                             今     回  ￥   ４７，０００ 

                             合     計  ￥１，０１２，８５０ 

 

【出席報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後のプログラム予定】 

   ６月２２日（木）「1年をふり返って」鶴田会長・大石幹事 

 

本
日
の
出
席 

会員数 ４８（４６）名 

欠
席
者 

深見 浜田 廣田 宮本 村田 

中嶋 西村 野田 志賀 杉谷 

瀧川 浦田 上村 上田継 吉田 

山村 
出席数   ３０名    

出席率 ６５，２２％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

吉永 松﨑 中嶋 

修正出席数 名 

修正出席率 ％ 

出席規定適用免除者         ８名 



【卓話】 

「一年を振り返って」 

          各委員長 

 ○ＳＡＡ委員会（堀本委員長） 

  ・１年を通して例会を欠席をしないように心掛けてきましたが、1度だけ欠席しました。 

  ・例会を進行することが精一杯で、楽しくユーモアのある進行はできなかった。 

   また、もう少し他の委員会と連携しスムーズな例会進行にできればと思いました。 

  ・「ロータリーの目的」「四つのテスト」の唱和リーダーをほとんど自分でしてししまった。 

  ・例会の空いた時間の有効活用がうまくできなかった。 

○出席スマイル委員会（深見委員長） 代理 小山会員 

   前年度から引き続き 2 年めの委員長でしたので、前年度の経験を活かし新しく取り入れたことや問題

点の改善なども積極的にやっていきたいと考えておりましたが、私の諸事情により年度を通して欠席して

しまい皆様にご迷惑をお掛けしてしまいました。私自身非常に残念であり申し訳なく思っております。 

   しかしながら今年度は 50周年記念年度ということもあり、会員皆様の成功への意識の高さから出席率・

スマイル金額も良い結果につながったと思います。その他では来訪者卓話・会員卓話による皆様の積極的

な出席及びスマイルに大変感謝しております。 

   改善点としては、例会及びその他の集会において、出席確認を度々の FAX にて行っておりましたが、

月ごとに纏めた確認 FAXでも良いのかなと思っております。 

   次年度の出席・スマイル委員長とはしっかりと引き継ぎを行い、今後の出席・スマイルの向上に頑張っ

ていただきたいと思います。 

  一年間ご協力ありがとうございました。 

○プログラム委員会（田畑委員長） 代理 大石幹事 

  今年度のプログラム実績についてご報告します。 

  今年度の例会は 43回になります。 

   ・50周年関連が 10回 

   ・新会員の私の履歴書（西嶋会員、瀧川会員、宮本会員、村田会員、嫩会員） 

   ・外部卓話 2回 

玉名観光協会観光アドバイザー 高松 様 

熊本モンゴル協会理事長 村田 様 

   ・内部卓話 3回 

     井上 プログラム委員 

     吉岡 クラブ広報委員長 

     松崎 プログラム副委員長 

   会員の皆様、一年間ご協力ありがとうございました。 

   今年度で退職される、村上様長い間お疲れ様でした。 

○親睦活動委員会（河田委員長） 代理 井上会員 

   平成 28年度の親睦委員会としての活動は、会員皆様のご協力のもと主要行事である新年度会・新年会

をつつがなく終えることが出来ました。ボウリング大会・バーベキュー例会も多くの会員の参加により楽

しむ事が出来ました。 

   残念ながら、麻雀大会・ゴルフコンペにおいては計画していた回数の開催が出来なかったことを反省し

ております。委員長として不慣れな事多く、先輩会員の助言で一年間を無事に終えることが出来たことを



大変感謝しております。 

   今年度の反省点を踏まえ、次年度委員長へ引き継ぎを十分に行い、来年も親睦活動委員会の活動がスム

ーズに行えるよう協力していきたいと思います。 

○クラブ広報委員会（吉岡委員長） 

   一年間通して一番感じたことは、週報の作成は本当に大変だと実感しました。 

  鶴田会長におかれては、毎週、会長の時間の原稿をお送りいただき本当にありがとうございました。その

点、私は毎週週報を発信しなけらばならないのですが、度々遅れてしまい誠に申し訳ございませんでした。

また、事務局の村上様には週報を毎回仕上げていただき本当にお世話になりました。 

   今年は 50周年に関する、動画編集・式典資料等の作成に携わることができ、大変良い経験が出来まし

た。当初、目標に掲げていた外部へのロータリークラブの広報活動が出来なかったことが反省材料です。 

   次年度の委員長としっかり引き継ぎをしていきたいと思います。一年間お世話になりありがとうござい

ました。 

○会員増強委員会（高木幸照委員長） 

   浦田副委員長、上田委員、平野委員、山田司郎委員、山田邦男委員のメンバー、それから玉名クラブ会

員の皆様のご協力により、一年間の委員長を勤めさせていただきました。 

  本年度の任務は、①「恒例であるクラブの基盤を支える会員の増強と維持を図る」 

          ②「職業分類調査を行い、充填・未充填職業分類表の作成」 

 でした。 

  本年度の結果として、 

  ①については会員数年度スタート時 48 名。50 周年記念大会時 50 名。現在 48 名となっています。現状

維持に正直ほっとしています。 

  ②については先ず職業分類表を見ることから始めて、そして検討し、未充填の職業分類を充填することに

努めました。また、新会員勧誘のため、玉名クラブ独自の入会パンフレットを作成しました。今後大い

に活用していただきたいと思います。一年間、会員増強にご協力いただきありがとうございました。 

○奉仕プロジェクト委員会（本田委員長） 

   奉仕プロジェクト委員長を一年間頑張らせていただきました。各委員の方が進んで 

向きに前向きに活動されたので、私としては非常に楽でした。今後はさらにクラブに 

貢献できるよう頑張りたいと思います。 

○社会奉仕委員会（西村委員長） 

  先日は、朝早くからクリーン作戦に多数ご参加いただきありがとうございました。 

  私自身大変良い経験になりました。今後、私生活にも活かしていこうと思います。 

  一年間お世話になりました。 

○ブライダル少子化対策委員会（山田司郎委員長） 

   一年間を振り返って、会員増強等へは積極的に努力してまいりましたが、ロータリーの少子化ブライダ

ル委員長としては、何も申し上げるようなことはございません。ただ反省するしだいです。次年度の委員

長とは色々話をし、次年度の活動に協力していきたいと思います。 

  鶴田会長、大石幹事、2 年間大変お疲れ様でした。事務局の村上さん、23 年間本当にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 

○青少年奉仕委員会（田中委員長） 

 昨年は、2720地区の第 32回ローターアクト年次大会に参加いたしました。 

 若い人達の熱い思いがよく伝わり、大変感動して帰ってきました。また 1度だけ夜の例会に参加させてい



ただきました。内藤会長、鶴田幹事をはじめ、会員の皆様が積極的に活動されていることがわかりました。

今年は 50周年の年で、色々な経験をさせていただき大変勉強になりました。 

 ○ロータリー財団・米山奨学委員会（村上委員長） 

   今年度はロータリー財団 100 周年のため、各クラブにその記念の事業などを実施するよう地区からも

要請されました。それに伴い、玉名クラブは昨年 10 月に創立 50 周年の記念事業やイベントを検討する

中で、地域の職場や事業所に協力して貰い「玉名ｄｅ就活」を実施しました。これを財団 100周年の記念

事業にしました。この事業に地区補助金 30万円を戴き、大いに活用できました。 

  また、会員に財団の寄付の大切さを伝えることができました。 

 更に、最近 R 財団の重要性を伝え、社会奉仕や国際奉仕には R 財団の活用で大きな事業を実施出来るな

どを説明いたしました。 

   米山記念奨学委員会は、近いうちに、また奨学生の世話クラブや、カウンセラーを努めることや奨学生

を卓話に呼んで理解を深めました。また、寄付も全員プラスαが出来ました。一年間ありがとうございま

した。 

 

＜退任式＞（事務局員村上みどりさん）  

進行 大石 幹事 

 ・「事務局員村上みどさんの思い出」（村上弘会員） 

   私が入会して 6経過したころ、平成 5～6年頃、当時は例会場は玉栄館でした。まだ事務局というもの

が無くロータリーの関係資料は、その時の幹事が自宅で管理するような時代でした。確か、亡き吉田 俊

雄 会長、松本 秀藏 幹事になる時、事務局を作り事務局員さんを募集することになり、数年前にお婿さ

んを紹介した村上みどり さんを推薦いたしました。その当時から約 23 年の長きに亘るお付き合いにな

ると思います。 

   まさか、これ程長く、またこれ程歴代会長・幹事さんから重宝され、頼りになられるとは思いもよりま

せんでした。その後、毎年会長になられる方は、村上さんがおられるので不安なく受けることが出来たの

だと思います。 

   この度、家庭の事情で止む無く身を引かれますが、今迄のご活躍とご苦労に心からお礼を申し上げたい

と思います。本当に有難うございました。今後も、時には遊びにお出でください。今後のご健勝をお祈り

いたします。  

 ・「事務局員村上みどりさんの思い出」（松本秀藏会員） 

   あらためまして、村上みどり さん長い間本当にお世話になりました、お疲れ様でした。23年間の長き

に亘り、真摯に事務局の仕事に取り組んでいただきました。毎年個性ある会長・幹事と共にお仕事をされ、

大変ご苦労されたことと思います。23 年前は、故 吉田 俊雄 会長と私が幹事を務めた時でございます。

また、アメリカからの交換留学生の受け入れ、イギリスへの留学生の派遣の手続きなど大変苦労したとき

でした。 

   そういった理由で、事務局の必要性を強く感じ、当時の玉栄館の一室を事務局としてお借りするように

なりました。その事務局設置当初から長きに亘りお世話になりました。特に今年度の 50周年事業につき

ましては、休日や時間外にもお手伝いいただき本当にありがとうございました。 

   本当に名残惜しいですが、お世話になった玉名クラブ全員が感謝していると思います。長い間、ありが

とうございました。お疲れ様でした。 

・退任のご挨拶（事務局員村上みどりさん）  

  皆様こんにちは。 



本日は、例会の時間にこのような場を作っていただき恐縮千万です。身に余る温かいお言葉やお心遣いを

いただきありがとうございます。 

皆様には、いつも温かくお声をかけていただき、長きに亘りご指導いただき感謝の気持ちでいっぱいです。

奉仕の理想の基に志の高い皆様の傍らで多くの勉強をさせていただいたことは光栄です。長い間お世話に

なりました。いつも歌われるロータリーソングが、耳に残っています。皆様の奥様にもお世話になりまし

て、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

地区事務所、ガバナー事務所、第 1グループ各 RC事務局の皆様、玉名女子高等学校インターアクトクラ

ブ・玉名ローターアクトクラブの皆様にも大変お世話になり、ありがとうございました。 

  クラブのご発展と皆様のご健康、ご活躍を祈念してお礼のご挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

 

 


