
     
    
   山賀勝彦会長 

  

 みなさん、こんにちは。 

12日の集中豪雨から１週間

が経ちました。一体、何時

になったら梅雨が明けるの

でしょうか。全国的には、

九州を飛び越して既に梅雨

明けしたようです。テレビでは連日、関東地区

の猛暑や熱中症を報道していますが、九州地方

も一日も早い梅雨明けが待たれます。 

 17日と19日には水俣ロータリークラブと多良

木ロータリークラブに、浅野幹事と就任挨拶

に、宮原直前会長が御礼の挨拶と云う事で一緒

に行ってまいりました。水俣では、偶然にも中

川地区会員増強委員長が卓話をされる為に訪問

されていました。 

 さて、７月に入りまして、有村国際奉仕委員

長より、台北・稲江ロータリークラブへ、新年

度の挨拶状を出していただきました。その返事

がまいりまして、11月上旬に人吉ロータリーク

ラブへ訪問する予定である、とありました。日

程などは、稲江ロータリークラブでの理事会で
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決定すると云う事でした。私ども人吉ロータリー

クラブでも、今後国際奉仕委員会・親睦委員会で

協議していただき、来訪受け入れに向けての協議

を重ねて頂きたいと思います。 

 最後に、先日久しぶりにローターアクトの例会

に出席しました。充実した立派な例会でした。そ

の中で、興味深い部分がありましたので報告した

いと思います。それは、桝田会長のローターアク

トについての勉強会の中で、例会前後の『点鍾』

についてです。『点鍾』は例会のみならず、あら

ゆるロータリークラブやローターアクトの会議の

始まる前と終了時に点鍾されますが、なぜ、点鍾

するのかと云うものでした。皆さんは、どのよう

に考えられますでしょうか。開会あるいは閉会の

けじめとしての点鍾と考えるのが普通であると私

は単純に思いますが、しかし、アクトの桝田会長

の点鍾の定義は、ロータリークラブまたはアクト

の会員には、色んな方々が在籍しています。その

ような会員が例会に出席した時、点鍾までは夫々

の身分のままであるが、いざ、開会の点鍾と同時

に、一人のロータリアンであり、ひとりのロー

ターアクトとなり、みんな同等である。そして、

閉会となり閉会の点鍾がなると、また、夫々の元

の身分に戻ると云うものです。と、云われまし

た。なるほどと、感心し本当に点鍾の定義がある

のだろうかと、インターネットで調べてみました

がわかりませんでした。アメリカの田舎のクラブ

の始まりは点鍾ではなく、木づちで台を叩き、開

始を告げると云うところもあるそうです。青年会

議所では、別の定義があるようです。 

 さて、皆さんはこれについて如何お考えになり

ますか。点鍾の意味をご存知の方は、教えて頂け

ればと思います。 

 本日は、クラブ協議会の後半の奉仕プロジェク

ト部門がありますので、会長の時間はこれで終わ

ります。 
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     浅野 強幹事 

【第２回臨時理事会の承認事項】   

1号議案 2012年～2013年度予算案の件 

 →特別会計より一般会計へ100万円繰り入れる。 

2号議案 米山記念奨学生世話クラブへの奨学会か 

     らの支給金４万円の取扱の件 

 →一般会計の収入へ計上し、支出は米山記念奨 

   学委員会の予算に計上する。     

【連絡事項】  

１．岡村ガバナーより2012～2013年度RI超我の奉 

  仕賞の推薦案内[掲示板]   

２．台北稲江ＲＣより新年度の挨拶と役員、理事 

  の名簿[掲示板]  

３．岡村ガバナーより先般の大雨による被災見舞 

  いメッセージ[掲示板]    

４．ﾊｲﾗｲﾄよねやま、2011～12年度の地区別の寄付 

  金結果[掲示板]片岡米山記念奨学委員長へ 

５．RIへの半期報告、分担金支払い資料[掲示板] 

６．岡村ガバナー事務所よりリスボン国際大会案 

  内のＤＶＤ[事務局で保管]   

７．ロータリー財団地域セミナー資料ＤＶＤ[和田 

  ロータリー財団委員長ヘ]   

８．ガバナーエレクト事務所より地区WEBサイトの 

  公開連絡[葉山広報委員長へ]   

９．米山記念奨学委員長より2011年度寄付金につ 

  いての資料[片岡米山記念奨学委員長へ]  

10．別府ロータリークラブ創立60周年記念式典の  

  案内と登録申し込み依頼[別途確認]  

※[掲示板]；会場入り口横の掲示板を閲覧下さい

  

【回覧物】 

＊荒尾RCの会報     

＊人吉青少年育成市民会議より第１回議事録  

＊第11回日韓親善会議の参加の２次募集の案内資 

 料を配布  

【例会の変更及び取り止め】   

＊例会変更連絡 熊本北RC,指宿RC,八代南RC  

＊人吉中央ＲＣより案内の夕焼けビール列車例会 

 の申し込み締切りの件 

  

【来訪者よりご挨拶】            
       
 水俣ロータリークラ

ブ、君島徳昭会長、郷晶

二幹事より新年度のご挨

拶を頂きました。 

 
 

 
【米山記念奨学委員会】   

     
 米山記念奨学金７月分授
与、チェン君より近況報告
がありました。 
 
 
 

 
    馬場貞至委員長 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【ニコニコ箱委員会】       延岡研一委員長 

・水俣ＲＣ君島会長 一年間よろしくお願い致 

 します。               

・水俣ＲＣ郷幹事 ご挨拶に参りました。一年 

 間宜しくお願い致します。       

・武末会員 山賀、浅野丸の出航おめでとうご 

 ざいます。平田フク会員、永年35年就労にて 

 表彰され、おめでとうございます。   

・岩井会員 君島会長･郷幹事様、ようこそい 

 らっしゃいました。君島会長におかれまして 

 は、若さを前面に出して一年間頑張って下さ 

 い。                 

・延岡会員 山賀年度第３例会でようやく初出 

 席です。申し訳ありません。山賀年度も150万 

 を目標にしております。ご協力よろしくお願 

 いします。              

・山賀会長 水俣RC君島会長、郷幹事、ようこ 

 そいらっしゃいました。一年間よろしくお願 

 いします。              

・浅野幹事 先週の欠席、お詫びします。井手 

 副幹事お世話になりました。またお願いする 

 かもしれませんが、宜しくお願いします。   

                    

     

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

 

7/13 例会出席率 

会  員  数   67名   73.44% 

出 席 免 除 3名 6 / 29例会出席率  84.38％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 村山･齊藤･立山･浅野･中村･小林清･岩井･友永･青木･有村 

 宮原･山田･尾上･延岡･外山･北･石原 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ 

多良木ＲＣ例会；立山 ／ 人吉RAC例会；安達･平田･青木･立山 

地区会員増強セミナー；中川･伊久美･尾方･山賀･浅野 

本日の出席率 

会  員  数   67名   82.81% 

出 席 免 除 3名 7 / 6 例会出席率 84.62％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 本田･小林祐･北･中村･青木･齊藤･堤正･赤池･木村･中川･尾上 

 渕田･外山･大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

宇土ＲＣ例会；中川／ 次年度委員会会合；井手･尾方･伊久美･

大久保･釜田･山口･赤池･岩本泰･宮原 



方針：健康は、人生を豊かにする手段です。 

会員、家族の健康の建設と維持管理のお手伝いを

する。 

計画：①卓話は会員の要望に応じる形で行ないた

い（年に1～2回） 

②生活習慣病に関する卓話を予定（年に1～2回） 

 このヘルスサポート委員会は健診の重要性を会

員に周知、認識してもらう為、設立された委員会

です。私見ですが、10年余を過ぎ、その役割も終

えたと思いますが如何でしょうか？この委員会は

非常に内向きの（当クラブの為のみ存在）会で

ロータリー精神にそぐわない気も致します。 

 

新世代委員会 

委員長）◎戸高克彦 

職業分類 広告業、ロータリー歴9年10ヶ月 

副)馴田信治 委員)岩井和彦･平田フク･馬場貞至 

         山本瑤子 

方針：青少年の健全な育成の為に、関係団体と連

携を図り、会議や活動に参加し、ローターアクト

委員会と協力し、青少年育成活動に支援する。 

計画：①青少年支援事業への協力②青少年スポー

ツ大会援助（人吉球磨中学生柔道大会後援）③新

世代のための月間（外部・内部卓話） 

④人吉市青少年育成市民会議への参加⑤復興支援

こどもキャンプの支援 

 

ローターアクト委員会 

委員長)◎安達玄一 

職業分類 損害保険、ロータリー歴17年3ヶ月 

副)青木一幸 委員)武末憲一･渕田秀雄･馬場貞至 

         永尾禎規･山田仁法･石原弘章 

方針：アクトのメンバーが楽しめる例会とは、魅

力あるアクト活動とは何でしょうか。一年目はＲ

Ｉ会長のテーマ『奉仕を通じて平和を」を皆で考

え、責任感溢れる若者が育つような委員会活動を

目指します。 

計画：①平和について考える②奉仕活動を体験す

る③会員増強④ロータリー会員や交換留学生との

交流 

 

国際奉仕委員会 

委員長)◎有村隆徳 

職業分類 ホテル、ロータリー歴30年6ケ月 

副)村山能史 委員)北昌二郎･漆野智康･有馬宏昭 

         延岡研一 

方針：国際奉仕の基本方針は、「奉仕の理想に結

ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親交に

よって国際間の理解と親善と平和を推進する；RI

定款第4条」となっています。本年度は、韓国慶

山ロータリークラブと第13 次姉妹締結調印式を

人吉にて執り行う予定です。更に、台北稻江ロー

タリークラブの会員を主として人吉ロータリーク

ラブを訪問したいとの意向があります。その節は

理事会の承認を得て人吉クラブ全体の行事として

歓迎したいと思っています。 

   第１回 クラブ協議会 後半 
 
          進行；山賀勝彦会長 

職業奉仕委員会 

委員長）◎水野虎彦  

職業分類 圧縮ガス業、ロータリー歴11年4ヵ月 

副)板井英朗 委員)丸尾孜･浦田繁喜 

          齊藤日早子･田中信也 

 本年度は、月間卓話・職場訪問例会・優良職員

表彰等と、会員各々の職業をとおして４つのテス

トを再確認し、職業人としての倫理確立できる委

員会活動を目指します。また、他委員会との連携

も視野に入れ、何か新たな奉仕プロジェクトが出

来ないか、調査を行い模索して参りたいと思いま

す。詳細につきましては、家庭集会を開催し、計

画を立案する予定です。委員の皆様以外の会員様

にもご協力を仰ぐこともあるかもしれませんが、

今年度一所懸命努めさせて頂きますので、どうか

宜しくお願い申し上げます。 

 

環境保全委員会  

委員長）◎塚本哲也 

職業分類 酒類小売、ロータリー歴10年9ヶ月 

副）片岡忠雄 委員）岩本光義･中川貴夫･立山茂 

          山口令二･尾上暢浩･中村太郎 

方針：ロータリアン各自が環境問題に関心を持

ち、身近な環境保全活動に積極的に取り組むよう

努力、援助する。 

計画：①地域のクリーン作戦への参加（花火大会

８月、お城まつりの翌朝清掃）②環境保全問題に

関する卓話 ③九州電力㈱が実施する人吉市にお

ける植樹事業への参加 ④早朝例会の実施（村山

運動公園、ロータリーの森周辺の清掃） 

予算は前年度同様、委員会費10,000円外部卓話費

10,000円で運営して参ります。 

 

地域発展委員会 

委員長）◎川越公弘 

職業分類 温泉旅館、ロータリー歴25年5ヵ月 

副)大久保勝人 委員)尾方芳樹･鳥越博治･鳥井正徳 

          葉山稔洋･原田知一郎 

地域の発展のために頑張っておられる方への支援

と協力を行なうことを基本方針とし、各種イベン

トやまちづくり等への参加協力、地域発展功労者

の表彰、地域活性化等に関する卓話を計画してい

ます。予算は昨年同様11万です。 

 

ヘルスサポート委員会 

委員長)◎小林清市 

職業分類 脳神経外科医、ロータリー歴20年1ヶ月 

副)外山博之 委員)堤脩･友永和宏･増田力 

         木村正美･岡啓嗣郎 



計画：①韓国慶山ロータリークラブ第13次姉妹締

結調印式。（2013年3月～5月に予定）②稻江ロー

タリークラブ会員との友好交流の一環としての来

訪の歓迎行事。2012年9月～11月の予定）③世界

理解月間に卓話を予定。 

 

米山記念奨学委員会 

委員長）◎片岡啓一 

職業分類 医薬品小売、ロータリー歴29年5ヶ月 

副)宮山惇 委員)中島博之･伊久美寛志･宮原和広 

方針：ロータリー米山記念奨学会は、勉学・研究

のために日本に在留している私学外国人留学生に

対し、日本全国のロータリアンからの寄付金を財

源に、奨学金を支給し支援する日本最大の民間奨

学事業です。本年は、人吉クラブが奨学生の世話

クラブを引き受けることになり、片岡がカウンセ

ラーを指名されました。人吉クラブでは、初めて

の経験です。学生の生活圏及び大学から離れてい

ることで、熊本市内のクラブと比較して、何かと

不便や出費、時間等のロスが考えられますし、学

生の人吉訪問等で本人にも時間的ロスを与えるこ

とになるかもしれませんが、その点をカバーでき

るよう、会員のご協力をお願いいたします。 

計画： 

・普通寄付 会員１人当たり6000円の寄付（内 

 2000円は100万ドル食事より） 

・特別寄付 米山記念奨学金制度にご理解いただ 

 き、自主的な寄付をお願いする。 

・毎月１～２回、奨学生を例会に招き、会長より 

 奨学金を伝達授与する。 

・クラブ会員と奨学生との交流を深め、ロータ 

 リー精神を伝え、クラブの活動や日本人の心に 

 触れる機会を与える。 

・１０月の米山記念月間には、近隣のクラブにも 

 奨学生を紹介し、卓話を実施して、米山記念奨 

 学事業の普及に努める。 

・クラブ内においても、米山記念奨学会への理解 

 を深めていただき、奨学金への寄付の拡大に努 

 力する。 

 

ロータリー財団委員会 

委員長）◎和田栄司 

職業分類 冷暖房設備工事、ロータリー歴17年1ヶ月 

副)高山征治 委員)愛甲康･赤池利光 

①未来の夢計画が始まる、始まると言って３年ほ

どになりましたが一向に始まりません、今年はア

クションがあると思っております。その時はしっ

かり聞いて、クラブでの話ができる様になりたい

と思っております。 

②ポリオのほうは、プログラムは終了しました

が、ポリオの撲滅には至っておりませんので、引

き続き撲滅を目指して運動を行いたいと思ってお

ります。 

計画： 

①新入会員は入会時20㌦、会員は40㌦/ 年 

 例年通り１人平均100ﾄﾞﾙ寄付の達成を目標とす

る。 

②100 万ドル食事を計画的に行う（毎月１回） 

③100％ポール・ハリス・フェロークラブとなる

様、計画的な寄付の方法を考える。（10年計画） 

財団寄付カードを各テーブルに置く。 

④地区補助金の申請と使途について計画する時

は、財団委員会も協力をする。 

⑤もうすぐ（マルチプル）ポールハリスフェロー

に達する会員には寄付をお願いして、ポールハリ

スフェロー、マルチプル・ポールハリスフェロー

になっていただく。 

以上が今年の方針と計画です。１年間よろしくお

願いします。 

 

雑誌委員会 

委員長）◎立山茂 

職業分類 お茶製造販売、ロータリー歴7年2ヶ月 

副)中島博之 委員)青木一幸･大賀睦朗･田中信也 

方針； 

①ロータリーの友の購読率を向上させる。②世界

や日本のロータリー活動に目を向ける。③新人教

育の一環として、ホームだけでは分からないロー

タリーを理解する。 

計画：①第２例会になっていた「見所紹介」を第

１例会にもどす。 

②１年がかりで「ロータリーの友 人吉版」を制

作する。 

会員がロータリーの友に興味をよせ、理解をして

もらうための試作ロータリーの友人吉版制作費と

して予算20000円を計上 

 

クラブ会報委員会 

副委員長)◎山田仁法 

職業分類 電気工事 ロータリー歴25年4ヶ月 

委員長）尾上暢浩 委員)牛島スミ子･山本瑤子 

            馴田信治 

方針：会報は永遠に残されるロータリークラブの

貴重な資料です。そのために正確で読み易く、ま

た多くの写真や表などを取り入れ興味を引くよう

な会報作りを心がけて行きたいと思います。そし

て会報は、人吉ロータリークラブの方針、現状、

活動を他クラブに伝えられる媒体でもあるので、

有意義な内容になるような会報編集を心掛けま

す。 

計画：①正確な記録を掲載・保存するため、原稿

は特にメールでの提出をお願いする。②外部卓話

の方に依頼する会員からの原稿の提出をお願いし

ていただく。③カメラ・ボイスレコーダーを活用

して会報に反映させる。④会報用綴りを全会員に

配布する。⑤会報作成は委員を交替で担当してい

ただく。昨年度の会報印刷費支出を顧慮して予算

を２万増にしております。  

 

                  閉 会 

 

 


