
  
    山賀勝彦副会長 
  
 

 みなさん、こんにちは。いよいよ

本格的な梅雨入りモードとなったよ

うです。アジサイの花には今日のよ

うな雨の日が良く似合いますが、今

朝は雨に濡れたアジサイの花の色も

一段と鮮やかさを増しております。 

 本日は、宮原会長が突然の体調不良と云う事

で、本日の会長の時間は、私が代役を務めさせて

いただきます。昨日も電話を頂き、本日のクラブ

協議会についてお話ししましたが、電話ではとて

も明るい声でお元気そうでしたが、一年間の疲れ

（飲み疲れ?）とストレスで、あと少しでゴールに

たどり着くと云う安堵感によるものかなーと思わ

れます。現在は連日検査中とのことでしたが、何

はともかく、良い検査結果が出る事を願っていま

す。 

 さて、次年度の委員会打合せ会も、今晩の奉仕

プロジェクト部門最後の五つの委員会を残すのみ

となりました。各委員会も夫々に着々と方針と計

画が策定されています。ご協力ありがとうござい

ました。先週の会合の中で、ヘルスサポートの小

林委員長がヘルスサポート委員会の発足の経緯

（いきさつ）を話されました。当初は、人吉ロー

タリークラブの会員とその家族の健康管理に情報

を提供する委員会と云う事で発足されたそうで

す。（これは、多分、石蔵昌佑会員が亡くなられ

た事が原因ではなかったかと思います。） 

それから十何年かが経過し、この委員会もそろそ

ろ所期の目的は達成されたようなので、これから

はクラブ以外の地域人々の健康に奉仕するような
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委員会にしたいと抱負を話しておられました。し

かし、先月の石蔵美佐子会員が残念にもお亡くな

りになった事や、今回の宮原会長のような事もあ

りますと、ヘルスサポート委員会本来のクラブ会

員の健康管理の指導と云う役割をも引き続いて是

非お願いしたいものです。人様の健康の事をとや

かく言える私ではありませんが、会員の皆さんも

ご自身の体には充分留意されて下さい。 

 そして、宮原会長が最終例会までにはお元気な

姿で出席されますように祈念しまして、本日の会

長の時間が少々早いですが、この後クラブ協議会

もありますので、私の挨拶を終わります。 

 

   馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①人吉市みどり推進協議会田中信孝会長より 

 総会の御案内 

 日 時；平成24年6月26日(火)午後2時～ 

 会 場；人吉市役所別館2Ｆ会議室 

 水野社会奉仕委員長へ 

②ロータリー財団より宮原和広会長へポール 

 ハリスフェロー認証状とピンが届いており 

 ます。 

【例会変更】 

八代南RC6/19→18:30～慶寿の会の為  

           料亭「新歌扇」にて 
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点 鐘          山賀勝彦副会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山SAA委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行    葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 

本日の出席率 

会  員  数   67名   79.68% 

出 席 免 除 3名 6 / 1 例 会出 席率  80.95％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 岩井・石原・馬場・宮山・川越・尾方・宮原・大賀・岩本泰 

 小林清・外山・木村・小林祐 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

             第４回 クラブ協議会  前半 



 
 

【新世代委員会】        本田 節委員長 
 
      第39回人吉球磨中学生柔道大会報告 
 
 去る６月10日(日)、人吉スポーツパレスの武道場
において、第39回人吉球磨中学生柔道大会が開催さ
れ、当ロータリークラブが共催･後援として出席し、
ご挨拶をさせていただきました。委員会の方針であ
る“青少年の健全な育成を支援する”歴史ある大会
で、当ロータリーの釜田会員は名誉会員としてご尽
力されており、７月に開催される中体連の前哨戦と
して、中学生のさわやかな汗と礼儀正しい態度は、
とても感動的でした。この活動を通してロータリー
の広報ができました。 

 
【雑誌委員会】       
 
      ロータリーの友６月号の紹介 
               
               鳥井正徳委員長 

 ６月のロータリーの友の紹介をさせ
ていただきます。横組み２頁の目次を
ご覧下さい。その中で、11頁の｢同論･
異論」、18頁の「座談会ロータリーの
友を語る」の２つにしぼってご紹介申
し上げたいと思います。 

 まず、同論･異論のテーマは「ロータリーでいう親
睦とは？」です。ここには18名のロータリアンの考
えが載っています。私自身ロータリーの親睦につい
て深く考えたことはありませんでした。大変参考に
なりました。その具体的例を少し紹介致します。 
①親睦は出会いによって始まる。相手との人間関係
を取り結び、その絆を深め、自分の生活態度の規範
を培っていくところに、ロータリーでいう親睦の意
味がある。親睦の第一歩は呼びかけである。 
②ロータリーの親睦とは、１丁目１番地である。
「オイ」と呼べば「手を振り合える」仲間になるこ
と。親睦は会員同士の信頼の基盤と厚い友情があっ
て、初めてその効力を発揮する。 
③炉辺例会を実施している。入会後の親睦の大切さ
を重視している。 
④例会での親睦活動を見直すことが大切である。例
会をいかに楽しくするかである。 
⑤ロータリーでいう親睦には、学び合う親睦、磨き
合う親睦がある。 
⑥ロータリーに於いて親睦とは、情報の交換と共有
によって互いの成長を加速し合うこと、その成長し
た自分を人のために役立てる。これが奉仕である。 
 日頃、簡単に親睦ということばを使っています
が、ロータリーでいう本当の親睦にはいろいろ深い

意味もあるのだなあと思いました。 

 次は、「ロータリーの友」を語る を紹介しま

す。これは、ロータリーの友地区代表委員３名の

方々の対談ですが、友の活用について、いろいろ述

べられています。 

①ロータリーの友に対する接し方、読み方 

・雑誌の購読は義務であるが、「購」で終わって 

 「読」がないのが現実。購読料は会費に含まれて 

 いるのに、無料で配布されていると思っている人 

 が多い。 

・例会での会長卓話に「ロータリーの友」の記事を 

 使ってほしい。 

・友がロータリーの情報源であることは間違いな 

 い。 

②友の活用について 

・まず読んでもらうこと。「一番興味を引いた記事 

 を何らかの形で紹介してもらう」などの企画を。 

③どうしたら読めるか 

・雑誌委員長が記事を見て情報提供し、該当する委 

 員会に活用してもらう。 

④友を読むことへのアドバイス 

・縦組みは是非読んでください。（縦組みは趣味の 

 世界だから興味があったら読んでほしい）最新の 

 ロータリー情報を知ってほしい。 

・友は新しい会員が読まなければだめだというイ 

 メージがあるが、逆にベテラン会員ほど読んでほ 

 しい。 

・「友を読む会」を開くのも１つの方法である。 

 (メークアップに) 

・格調が高すぎる横組みを柔らげるための友への投 

 稿も大切である。応募してほしい。 
 
 最後に、今後もロータリーの友の熟読をお願い申

し上げまして、今年度最後の友紹介を終わります。 

  

      点 鐘  山賀勝彦副会長 

 

 

   

   第４回 クラブ協議会 前半 

 

           進行；山賀勝彦副会長 

クラブ運営委員会 

委員長)山賀勝彦（発表） 

職業分類:冷凍冷蔵業 ロータリー歴:9年9カ月 

副）浅野 強  

 このクラブ運営委員会は、クラブを円滑に運営で

きるように、12の委員会で構成されています。宮原

年度もあと半月余りを残すのみとなりました。 

各委員会夫々の計画された事業も立派に終了されま

した。具体的には各委員長さんより報告されます。

各委員会の委員長・委員の皆さんのご努力に対しま

して感謝申し上げます。一年間お疲れ様でした。 

メークアップ 

米山カウンセラー研修会；片岡啓・山賀 

次年度委員会会合；山賀･浅野･渡辺･浦田･中川･片岡啓･宮山 

         漆野･有馬･本田･川越           



るので、もう少し配慮しないといけないと思いまし

た。プログラムの関係上、発表者には事前にご挨拶

と時間の流れを説明に行くのですが、例会開始寸前

に何か入る事があり、時間配分に苦労しました。二

度目のプログラム委員長ですが、今回は、何かと行

事が多く、こちらから協力のお願いをしたのは、ほ

んの数回のようでした。 

 

ニコニコ箱委員会  

委員長)有馬宏昭（発表） 

職業分類:火災保険 ロータリー歴:10年6ヶ月 

 副)岩本光義 

 委員)齊藤日早子･丸尾 孜･田中信也 

 年初のニコニコ箱収入計画は150万円です。現

在、会員で1,321,152円ビジターで98,000円合計の

1,419,152円ニコニコしていただきました。現在お

陰さまで目標の94.6％でございます。本日から残り

３回の例会と、後期のニコニコ瓶の開封で少しで

も、目標に近づければと期待しています。全員スマ

イルを、年頭第一回、納涼家族会、忘年会、新年

会、ＲＩ創立記念日、クラブ創立記念日の６回実施

させていただきました。重ねて感謝申し上げます。 

今年度、ニコニコ担当5名が各自協力し担当いたし

ました。会員やご家族、事業所の御喜びやお祝い事

を気持ちよく喜んでニコニコしていただけるよう

な、雰囲気づくりは出来たのではないかと思ってい

ます。ご案内の通り、ニコニコの収入は、当クラブ

の特別会計予算となる重要な財源です。今後とも皆

様のご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

職業分類委員会  

委員長)大久保勝人（発表） 

職業分類:アパート経営 ロータリー歴:14年6ヶ月  

副)堤 正博 

委員）釜田元嘉・岡啓嗣郎・片岡啓一・延岡研一 

 方針・計画は栞をご覧ください。平成23年7月1日

から平成24年6月15日現在までの推移は、次のよう

になっております。 

□入会者 

H23.8/5  片岡忠雄会員 

(大分類；電気及び電気工事・小分類；電力供給） 

H23.12.16 渕田茂雄会員 

(大分類；教育・小分類；幼児教育） 

H23.12.24 中村太郎会員 

(大分類；食品工業・小分類；穀類販売） 

H24.4.27 田中信也会員 

(大分類；金融・小分類；商業銀行） 
 
□退会者 

H23.9.30 堀文記会員 

 (大分類；料理・小分類；中華料理） 

H24.4.6  永江浩会員 

 (大分類；金融・小分類；商業銀行） 

Ｒ情報委員会  

委員長)高山征治（発表） 

職業分類:製茶 ロータリー歴:24年9ヶ月 

 副)浦田繁喜 

  委員)和田栄司･小林清市･中川貴夫 

 計画として立てました新入会員のオリエンテー

ションは、片岡忠雄会員、渕田秀雄会員、中村太郎

会員の４名の方々に行いました。３月、入会３年未

満の方に対する勉強会を、二代目に於いて中川委員

の指導のもと開催、１月のロータリー理解推進月間

卓話を和田委員に、２月の国際ロータリー創立記念

卓話では小林清市委員に、５月の人吉ロータリーク

ラブ創立記念卓話では浦田副委員長に、委員会の計

画を遂行して頂きました。 

 方針として、会員に対してあらゆるレベルのロー

タリーの歴史、綱領、活動に関する情報の提供をす

る、をあげていましたが、今年の宮原会長はテーブ

ルミーティングを始め、会長の時間の中でもしっか

りとロータリーの事を話されて、私共が出る幕が無

いほど立派に務められました。せっかく褒めたのに

本人がおられなくて残念です。早目のご回復を祈り

まして終わります。 

 

親睦委員会   

委員長)戸高克彦（発表） 

職業分類:広告業 ロータリー歴:9年9ヶ月 

副)漆野智康  

委員)水野虎彦･岩本泰典･立山茂･本田 節 

    鳥越博治･小林祐介 

 親睦委員会では本年度の方針計画を基に取り組ん

でまいりました。五大親睦活動は今月1日に行われ

ました賀寿会をもって計画を終える事が出来まし

た。また、ゴルフ愛好会も今月に行われます｢３ク

ラブ合同コンペ」と７月の「総会」を残すのみとな

りました。 

 一年間の親睦活動におきまして、多くの会員、ご

家族の参加に大変感謝致します。そして、親睦委員

の皆様の心強い協力と指導のお陰で私の足りない面

を全てカバーして頂きました。本当にありがとうご

ざいました。あと少し親睦活動もございますが、皆

様のご協力なくては成立しない活動だったと思いま

す。一年間大変お世話になりました。 

 

プログラム委員会  

委員長)葉山稔洋（発表） 

職業分類:葬祭業  ロータリー歴:13年3ヶ月 

副）平田フク 委員）渡辺洋文 

 方針と計画は、一年を通して100％に近く遂行出

来たと思います。これも偏に皆様のご協力の賜物と

感謝申し上げます。 

 職業奉仕の為、平田副委員長に急遽進行を振った

事もありましたが、次年度の練習になって良かった

のかなとも考えております。 

 今年は、演台に一目で時間が分かる様にとデジタ

ル時計と、当日のプログラムをケースに入れてを設

置し例会がスムーズに行く様にと配慮したつもりで

したが、演台に立たれた方が、ご自分の原稿と一緒

にお持ち帰りになろうと両面テープで貼り付けてい

るのに、無理矢理剥いで自席にお帰りになろうとす



H24.5.21 石蔵美佐子会員 

 (大分類；印刷及び出版・小分類；新聞発行）  

   

会員選考委員会 

委員長)有村隆徳（発表） 

職業分類:ホテル ロータリー歴:30年5ヶ月 

 副)大賀睦朗 

 委員)赤池利光・堤 脩・増田 力・武末憲一 

 本年度は２名の交替会員、２名の新入会員が入会

されることとなりました。いずれの会員に於かれま

しても、選考委員の全員の賛同を得まして、その旨

理事会に報告致しました。すばらしい会員を新たに

迎えることが出来まして大変喜んでいます。 

 

クラブ広報委員会  

委員長)井手富浩（発表） 

職業分類:配管工事 ロータリー歴:8年3ヶ月 

 副)石原弘章 

 委員)山田仁法・木村正美 

 先月ご病気のためにご逝去されました石蔵会員が

委員に入っておられました。ご本人自身は元より、

㈱人吉新聞社の社長として、当クラブの広報活動の

基幹を担って頂き、多大なご功績を残して頂きまし

た。そのご功績に対して深甚なる敬意と感謝と共に

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 当委員会は、当初の方針・計画に則り、会長幹事

を始め、各会員皆様方の御協力により、予算も含め

て順調に推移することができ、感謝申し上げます。

地区の目標でもありますＩＴ化の推進に関しまして

は革新的な成果というものはありませんが、ホーム

ページの充実、電子スクラップの更新等、目に見え

る形での成果を心掛けております。今年に入りまし

てから2月18.19.20日で実施されました台北稻江Ｒ

Ｃ第3次姉妹締結調印式の様子など大賀会員の多大

なるご協力により、動画2本をホームページにアッ

プしております。是非、皆様にご覧頂きたいと思い

ます。また、最近では地域発展功労者表彰や今度当

クラブが初めてお世話をする米山奨学生ブ･ゴク･

チェン君の記事等を「人吉新聞」により広報して頂

きました。ホームページへの週報内容チェック後の

アップなど、まだまだ問題点の改正などあります

が、当クラブの広報活動の更なる拡大と充実を目指

して次年度委員会へと引き継いでまいりたいと思い

ます。一年間誠にありがとうございました。 

  

雑誌委員会  

委員長)鳥井正徳（発表） 

職業分類:社会教育 ロータリー歴:2年10ヶ月 

副)中島博之 

委員)牛島スミ子・愛甲 康・北昌二郎 

  計画・方針は栞をご覧下さい。この１年間、ロー

タリーの友を熟読して頂くように努めました。特に

４月からは友の配布をして一週間後に見所紹介を試

みましたが、いかがでしたでしょうか。また、友の

読書状況等アンケートもお願い致しました。 

その結果は、 

 読書状況 

 ・めくって興味のあるところだけ…67.5％ 

 ・さらっと一読するだけ…27.5％ 

 ・殆ど読まない…0.2％ 

友は資質の向上に役立つか 

 ・大変役立つ…30％ 

 ・まあまあ役立つ…67.5％ 

ロータリーの広報はもっと幅広く 

 ・賛成…72.5％ 

 ・考えなくてよい…27.5％ 

一年間お世話になりました。 

 

クラブ会報委員会  

委員長)塚本哲也（発表） 

職業分類:酒類小売 ロータリー歴:10年8ヶ月 

副)尾上暢浩  委員)川越公弘・山本瑤子 

 方針で、会報は永遠に残される貴重な資料とな

りますので写真などを多く取り入れ正確で解りや

すい会報作りを心がけるとしておりましたが、如

何だったでしょうか？当委員会も各委員、会員皆

様のご協力のお陰で無事終えることが出来ますこ

とを心より感謝申し上げます。また、各会員の迅

速な原稿提出および外部卓話の際の原稿依頼に対

する御協力にも重ねて感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

 

地域発展委員会 

委員長）北昌二郎（発表） 

職業分類:タクシー業 ロータリー歴:12年2ヶ月 

副）川越公弘  

委員）大久保勝人・尾方芳樹・大賀睦朗  

   尾上暢浩 

事業報告 

本年は地域発展のためにがんばっておられる方へ

支援と協力を行うことを基本方針として活動して

まいりました。主な活動としては、地域発展功労

者の表彰であります。次の方々を表彰しました。 

○人吉市老人クラブ連合会 代表大竹チヨカ様 

 子ども王国事業 

○人吉警察署錦町一武駐在所勤務 尾方崇様   

 剣道の永年指導者 

○土手町在住 井出徹雄様  

 清掃活動 

執行予算合計額 97520円 

内訳 功労者表彰90000円 

   額縁･賞状 7520円 

   謝礼   3000円  

まとめ 

 委員会の最大の事業である功労者表彰に出席出

来なかったことを大変申し訳なく思っています。

川越副委員長さんに代理を務めていただき有難う

ございました。また、表彰状は雑誌委員会の鳥井

委員長さんに書いて頂きました。有難うございま

した。また、武末会員、尾方会員のお二人には功

労者の推薦及び交渉役としてご協力を頂き有難う

ございました。 

         閉  会 


