
    

    山賀勝彦会長 
  

 皆さんこんにちは。本日は沢山のお客様がお見

えになっています。ようこそいらっしゃいまし

た。心から歓迎申し上げます。 

  昨日は、梅雨末期特有の現象でしょうか。気象

庁も『これまで経験したことのないような大

雨』、と表現するような大雨で、熊本県北部を中

心に多くの被害と犠牲者が出ましたが、一日も早

い梅雨明けが待たれます。 

  先週の第一例会の後の新旧理事役員歓送迎会は

ありがとうございました。おかげをもちまして、

私どもも無事に船出が出来たようです。10日の人

吉新聞に、表敬訪問が掲載されているのを見まし

て、改めて身の引き締まる思いがしました。 

 ６月26日に那須ガバナー補佐の呼びかけで、第

６グループ各クラブの会長・幹事さんが、多良木

の新辰巳に集合し、８月のガバナー公式訪問につ

いての打合せ会と懇親会があり、公式訪問日のタ

イムスケジュールの協議と第６グループの一年間

の親睦を深めてまいりました。 

 さて、先週の青井神社参拝の後の役所への就任

挨拶での内容は、現在人吉・球磨地区で大きな話

題となっています『ルネサス錦工場』の合理化、
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閉鎖の問題が話題の大半を占めました。特に球磨地

域振興局の白濱局長は、郡市に及ぼす経済・雇用の

影響を大変心配されていました。  

 今週はクラブ協議会がありますので、会長の時間

はチョット短めになりますが、本日は第2720地区

『岡村泰岳ガバナー』の紹介とテーマをお話し致し

ます。岡村ガバナーのプロフィールは、大分中央

ロータリークラブの所属で、1952年7月19日生まれの

今年60歳で、当クラブでは安達会員と同年齢と云う

ことになります。そして、岡村ガバナーは、大分臨

海ローターアクトOBでもあり、アクト出身のガバ

ナー誕生は珍しいのではないでしょうか。最終学歴

は、北里大学畜産学部獣医学科卒業ですが、現在は

獣医さんとは全く関係のない下水道施設製造業で、

㈲岡村環境開発の代表取締役会長をされています。 

 ロータリー歴は1990年大分中央ＲＣに入会されて 

いますが、この年は人吉ロータリークラブ所属の大

平ガバナー年度だったとの事です。2009～2010年に

大分中央ロータリークラブの会長をされ、本年、Ｒ

Ｉ第2720地区のガバナーに就任されました。マルチ

プル・ポールハリスフェロー(２回)、ベネフェク

ター、米山功労者等です。 

 岡村ガバナーの2012～2013のテーマは『心をひと

つに（ONE HEART)』を掲げられています。一人の力

では不可能な事も、みんなの力を結集すれば、実現

可能である。第2720地区全員一人ひとりが地区目標

にチャレンジして、『心をひとつ』にして、心に残

る一年にして頂きたいと訴え掛けられました。ま

た、岡村ガバナーは、地区協議会の時に、出席者全

員に2000以上のデーターが入力されているUSBを一本

ずつ配布され、問題が生じたら、このUSBから解決を

見出すようにと云われました。また、本年度はパ

ワーポイントなどを多用してペーパーに頼るより 

ビジュアルに訴えての説明会を多くすると云われま

した。 

 最後に先週の例会の会長の時間で、私が間違った

発言をしてしまいましたので訂正させて頂きます。 

それは、ロータリーでは、この熊本県と大分県の地

区をＲＩ第2720地区ですが、私はそれを、にいなな

にいまる地区と云っていました。これは、にせんな

点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  渕田秀雄委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    山賀勝彦会長 
 
         (株)人吉新聞社      石蔵尚之 様 

              〃           石蔵欣也 様 

           芦北ＲＣ     会長 才塚孝和 様 

             〃      幹事 立道俊昭 様 

         人吉中央ＲＣ 会長 武井  章 様 

            〃       幹事 増田隆二 様 

            〃  会長ｴﾚｸﾄ 下鳥伸一 様 

             第１回 クラブ協議会  前半 



なひゃくにじゅう地区と云うのが正しい呼び方で 

あると教えて頂きました。ひょっとして、皆さんも

間違った云い方をしておられるかもしれませので、

今後は、にせんななひゃくにじゅう地区と云ってく

ださい。それと、これまでこの地区の水俣クラブ・

芦北クラブ・人吉クラブ・人吉中央クラブ・多良木

クラブを、熊本第６分区と云いうのが普通でした

が、本年より第６グループと云う呼び方に変更され

ました。本年より、第６グループ・第６グループ補

佐と云うのが正しいと云う事をお伝えして、本日の

会長の時間を終わります。 

 

故石蔵美佐子会員ご家族よりご挨拶 

               ㈱人吉新聞社  石蔵尚之様 

                  石蔵欣也様 

  ロータリークラブの皆様には、母美佐子の永眠の

節にはご懇篤なる弔意を賜り、厚くお礼申し上げま

す。おかげをもちましてこのたび四十九日の忌明の

法要を済ませました。これもひとえに皆様のおかげ

と感謝申し上げます。 

 ロータリーの例会へ出かけて行く母はいつも楽し

そうでした。母を温かく見守り励まし支えてくだ

さった皆様、ありがとうございました。 

 最後に、人吉ロータリークラブと会員皆様の益々

のご発展を祈念申し上げましてお礼のご挨拶とさせ

て頂きます。本日は貴重なお時間を頂きありがとう

ございました。          

 

  

    井手富浩副幹事 
 

【連絡事項】     

＊2012年度2720地区米山記念奨学生夏季研修会の 

 案内8月5日(日)6日(月)片岡米山記念奨学委員長へ 

＊人吉総合美術展の案内  本田社会奉仕委員長へ 

＊M-13「きじ馬カップサッカー大会」の案内 

 戸髙新世代委員長へ    

【回覧物】     

＊指宿RC.八代南RC.八代東RC.玉名中央RCより会報 

【例会の変更及び取り止め】   

＊水俣RC荒尾RC多良木RCより例会変更-連絡板に掲示

  

【来訪者よりご挨拶】            
       
 芦北ロータリークラブより、才塚

会長・立道幹事、そして人吉中央

ロータリークラブより、武井会長は

じめ、増田幹事、下鳥会

長エレクト、富田前幹

事、の皆様より新年度の

ご挨拶を頂きました。 

 
 

 

 

 

【ローターアクトクラブ】      安達玄一委員長 

 アクトの第２例会は、来週７月18日水曜日、午後

７時半より立山商店さんの｢茶の蔵」で開催されま

す。宜しくお願いします。 

【ニコニコ箱委員会】         片岡忠雄委員 

 7/6例会のニコニコカード追加 

・堤脩会員 山賀会長、浅野幹事ご就任おめでと 

 うございます。１年間ご苦労様ですが宜しくお 

 願いします。              

 

・芦北RC才塚会長.立道幹事 本日はクラブ協議会 

 ということで忙しい中お邪魔しました。今年度 

 会長幹事として宜しくお願い致します。   

・人吉中央RC武井会長 一年間宜しくお願い致し 

 ます。                 

・人吉中央RC増田幹事 人吉中央RC幹事です。 

  一年間宜しくお願い致します。           

・人吉中央RC下鳥会長ｴﾚｸﾄ 本日はありがとうご 

 ざいます。これから一年間宜しくお願いしま 

 す。                  

・人吉中央RC 富田前幹事 宮原会長、馴田幹事 

 お疲れ様でした。人吉RC様には一年間お世話に 

 なりました。              

・中川会員 芦北RC才塚会長、立道幹事、人吉中 

 央RC武井会長、増田幹事、下鳥会長ｴﾚｸﾄ、富田 

 前幹事、ようこそお出で下さいました。歓迎申 

 し上げます。              

・浦田会員 山賀年度の門出をお祝い申し上げま 

 す。一年間ご苦労様です。        

・馬場会員 武井先生、ロータリーの会長就任お 

 めでとうございます。今年は一度メークアップ 

 に行きますので宜しくお願い致します。（私は 

 先生の教え子です。先生お手柔らかにお願いし 

 ます。）                

・堤正博会員 ○５月に開催しました繊月まつり 

 の売上金110万円を6月29日に老神神社に寄附さ 

 せていただきました。○7月1日より玉東町の赤 

 ももリキュールを城見蔵にて限定発売致しまし 

 た。この２件が熊日新聞、人吉新聞に載りまし 

 たのでスマイルします。         

・渕田会員 お泊り保育中、抜け出してきたため 

 早退させて頂きます。          

【Ｒ財団カード】           和田栄司委員長 

・中川会員 地区会員増強委員会に出向させて戴 

 き、頑張ります。皆様のご協力を宜しくお願い 

 致します。               

     

       点 鐘  山賀勝彦会長 
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           進行；山賀勝彦会長 

クラブ運営委員会 

委員長)◎渡辺洋文  

職業分類 印刷、ロータリー歴15年2ヶ月 

副)井手富浩 

 クラブ運営委員会は、ロータリーの運営、管理

に関する重要な委員会の集まる部門です。 

方針；それぞれのクラブの様々な奉仕活動をクラ

ブ会員で評価し（すなわち自分のクラブをみつめ

なおし）そして、クラブが活性化するような新し

い奉仕活動を長期計画のもと策定し、世界平和に



リー理解推進月間（１月担当；中川）国際ロータ

リー創立記念日（２月担当；和田）人吉ロータリー

創立記念日（５月担当；宮山）④例会での三分間Ｒ

情報提供の機会を出来るだけ行う。会報へのＲ知識

の掲載。(随時担当；浦田、他） 

親睦委員会   

委員長)◎漆野智康 

職業分類 臨床検査、ロータリー歴2年 

副)有馬宏昭  委員)本田節･永尾禎規･川越公弘 

         塚本哲也 

方針；会員相互の親睦と友情を深めると共に、家族

会員にﾛｰﾀﾘｰをより理解してもらうよう務める。ま

た、今年のテーマを｢親睦活動出席率の向上」と

し、会員、また会員の家族の協力をいただき、親睦

の和を広げ、クラブの活性・繁栄に努めます。 

計画として、 

①５大親睦活動 

 新旧理事役員歓送迎会７月６日（担当：有馬、漆野） 

 納涼家族会８月２４日（担当：本田、永尾） 

 忘年会１２月１４日（担当；永尾、漆野） 

 新年会１月１１日（担当；川越、塚本） 

 賀寿会６月７日（担当；有馬、本田） 

②誕生・結婚祝い（毎月） 

 委員全員で行なう 

③親睦ゴルフコンペ（ゴルフ愛好会） 

  月例コンペ（できれば年１回遠征を行なう） 

 ゴルフ愛好会総会７月16日 

 ３ＲＣ合同コンペ 

 台北稻江ＲＣとの合同コンペ（予定） 

④夫人の集い 

 会長夫人・幹事夫人にお願いする 

予算は前年度と同じです。 

 

ＳＡＡ  

委員長)◎鳥井正徳 

職業分類 社会教育、ロータリー歴2年11ヶ月 

副)北昌二郎  委員)中村太郎･渕田秀雄･石原弘章 

 方針；人吉ロータリークラブの例会が、気品と風

格を保った格調高いものとなるよう、会場の設営、

監督に気を配り、心遣いの精神を持ち、委員全員で

取り組む。また来訪者がもう一度来たいと思ってい

ただけるよう「お声かけ」に努める。 

計画；○例会がスムーズに進行できるよう45分前に

集合し、会場設営等を行なう。〇幹事、プログラム

委員会と密に連携し、例会運営を行なう。〇「君が

代」「ロータリーソング」の指導に努める。〇会員

相互並びに来訪者の親睦が円滑にできるよう努め

る。〇秩序ある例会となるように努める。 

 

プログラム委員会 

委員長)◎平田フク 

職業分類 生命保険、ロータリー歴3年4ヶ月  

副)岩本光義 委員)安達玄一･板井英朗 

方針；会長、幹事の基本方針に従い、年間を通して

各委員長と連携を密にし、例会では 時間配分を考

慮し、年間行事に気を配り、バランス良く設定し、

人吉ＲＣらしい節度ある楽しい例会運営を行う。 

(明るく元気な） 

計画；・新入会員卓話・外部卓話・例会のプログラ

貢献することが、ＲＩ会長テーマに沿った戦略計画

ではないかと考えています。 と言うのが地区の管

理運営部会の方針ですので、クラブ運営委員会の中

のそれずれの委員会の様々な活動を委員会メンバー

全員で評価し、（すなわち自分の委員会を見つめ直

し）そして、それぞれの委員会が活性化するような

新しい奉仕活動を長期計画のもと策定し実行してい

く。 

計画；ＲＩの戦略計画、３つの優先事項 

①クラブのサポートと強化 

②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと知名度の向上、となってますので 

 クラブ運営委員会の計画と目標は、 

①各委員会のサポートと強化 

②委員会メンバー全員で会員増強に取り組み、人道 

 的奉仕の重点化と増加を達成する 

③委員会メンバー全員で、公共イメージと知名度の 

 向上に取り組む 

５つの中核的価値観 

①奉仕 ②親睦 ③多様性 ④高潔性 ⑤ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 

 ロータリーも変化を迫られてるのかなと思います

が、これらの事を効率よく実行する為に、QCのPDCA

や5W1H・ブレインストーミングなどの手法を使って

みるのもおもしろいのかなと思います。 

 

Ｒ情報委員会  

委員長)◎浦田繁喜 

職業分類 建築、ロータリー歴33年8ヶ月  

副)中川貴夫(2年委員) 委員)和田栄司(2年委員)、 

片岡啓一(1年委員)宮山惇(1年委員) 

 委員全員が会長経験者の方々ですので、内容のあ

る情報活動が出来る事と思います。なお今年度も地

区のほうに中川会員は会員増強拡大部門の長、並び

に委員長、更には地区研修委員として、和田会員が

未来の夢計画推進･国際奉仕委員として、又、クラ

ブの情報委員会所属ではありませんが、中島会員が

米山記念奨学委員会副委員長と、ポリオプラス資金

推進委員になっておられます。以上３名の方が地区

で活動されますので、地区委員会でのセミナーの様

子とか地区での出来事などホットなニュースをＲ情

報として、我々のクラブへ伝達して頂くようお願い

してありますので、楽しみにしております。 

方針；①会員に対して、ロータリーの歴史、綱領、

Ｒ活動状況、国際ロータリーの管理運営の動向につ

いて情報提供を行う。②会員、並びに会員候補者

に、ロータリークラブ会員の特典と責務に関する情

報を提供して、充分な理解と認識を深めるよう努力

する。 

計画；①会員候補者に対するオリエンテーションを

行う(随時担当；浦田）新会員が早くクラブに溶け

込めるよう援助する会員を１名指名する。（〃浦

田）②新会員の為の情報集会を行う。（11月担当；

片岡啓）③クラブプログラムに協力する。ロータ



ム作成・公式行事、特別行事の活動報告・その他、

必要事項・毎月１回３分間Ｒ情報（Ｒ情報委員会） 

 

ニコニコ箱委員会  

委員長)◎延岡研一  

職業分類 電気工事、ロータリー歴10年4ヶ月 

副)齊藤日早子 委員)岩井和彦･小林祐介･片岡啓一 

方針；①会員、ご家族、事業所のお喜びやお祝い事

をタイムリーにニコニコしていただける雰囲気作り

に努める。②目標額は150万円とする。 

計画；全員スマイル（年６回）①第一例会②納涼家

族会③忘年会④新年会⑤ＲＩ創立記念日⑥クラブ創

立記念日   

・各委員が交替で担当し各自10 回を目標とする。 

 

出席委員会  

委員長)◎馬場貞至 

職業分類 音楽家.歌手、ロータリー歴4年3ヶ月 

副)鳥越博治 委員)戸高克彦･村山能史･丸尾孜 

方針；無断欠席をなくす・100％出席を目指す・出

席報告の徹底 

計画として、 

①地区大会、各行事への参加奨励 

②出席状況の報告、３ヶ月毎出席率を報告  

③出席状況の低い会員への出席を促す  

④無届欠席への対応（３回無届け欠席の場合） 

⑤出席率100％達成者を表彰する 

 

会員組織増強委員会   

委員長)◎尾方芳樹 

職業分類 日本料理、ロータリー歴28年9ヶ月 

副)宮山惇 委員)外山博之･安達玄一･伊久美寛志 

方針；クラブ基盤の構築を図るために会員増強に力

を入れる。 

計画；本年度は現会員数の１０％の入会を目標とす

る。関連委員会との連携を図る。女性会員の増強に

力を入れる。会員の皆様には会員増強にチャレンジ

して頂きたい。 

 

職業分類委員会  

委員長)◎堤正博 

職業分類 焼酎製造、ロータリー歴37年7ヶ月 

副)釜田元嘉   

委員)友永和宏･山口令二･木村正美･赤池利光 

 １つの職業分類に原則として５名という時代を迎

えて１つの職業分類に１名の時代とはその重要性が

大幅に変化しました。職業分類の原則はロータリー

の根幹をなすものであることは変わりありません。

人吉ＲＣの分類表は１分類１名の時代のものを継続

しています。漸次改訂をしていかねばなりません。

但し、変更する場合は当該会員の了解をとった上で

理事会の承認を受けて改訂しなければならないと

思っています。また、新しい会員候補者が上って来

た時は早急に検討し、理事会に報告します。会員よ

り希望があればその都度検討し、本人の希望に合う

よう努力していきます。 

 

会員選考委員会 

委員長）◎武末憲一 

職業分類 歯科医、ロータリー歴38年8ヶ月 

副)岩本泰典  

委員)宮原和広･小林清市･岡啓嗣郎･堤脩･外山博之 

方針；理事会から要請された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。 

計画；調査に当たっては、①人格や評判は申し分な

いか？②その人の会社は良い名声を持っているか？

③その人は「奉仕の精神」があるか？④会員として

の財務義務を果たし、例会に出席出来るか？ 

以上を迅速に調査し、理事会に報告します。関連分

類の既存会員の意見を聞きながら、理事会の意見を

尊重し、判断します。家庭集会は関連委員会と相談

し、出来れば合同で致したい。 

 

クラブ広報委員会  

委員長)◎葉山稔洋 

職業分類 葬祭業、ロータリー歴13年4ヶ月 

副)原田知一郎  

委員)水野虎彦･増田力･有村隆徳･愛甲康 

方針；人吉ロータリークラブの活動や地域社会にお

ける貢献や役割を様々なメディアを通して広報し、

ロータリー活動に理解を深めてもらう。また、地区

協議会や当クラブ内での情報交換の密度を高める 

計画；①年度初めに会長以下執行部と共に諸官庁及

び報道機関に表敬訪問を行う。②クラブ内の奉仕活

動を担当委員会と協力し、広報活動を行う。③報道

記載記事や活動状況などを記録として保存する。④

ホームページの管理及び更新を充実する。( 部外に

支障のない様）⑤ＨＰ等、ＩＴ化の推進に地区と連

携して取り組む。 

 

社会奉仕委員会 

委員長）◎本田節 

職業分類 郷土料理、ロータリー歴8年 

副）大賀睦朗  

委員)釜田元嘉･堤正博･岩本泰典 

     小林祐介･牛島スミ子 

方針；地域社会の発展と環境美化への取り組み、

又、各委員会との連携を行い、行政、各種 団体と

協力し、社会奉仕活動に貢献し、ロータリー活動の

広報につとめる。 

計画；①地域の社会奉仕、福祉活動への参加・協

力。②募金活動への参加。③暴力追放協議会への参

加。④犯罪被害者支援センターへの賛助。⑤人吉・

球磨総合美展への賛助。⑥社会奉仕に関する卓話。 

⑦地区ブライダル推進委員会への協力。⑧環境保全

に関する活動への参加に協力。 

 

 

                  閉 会 

 


