
     
    山賀勝彦会長 

  

 皆さんこんにちは。永かった梅雨もようやく明

けました。これから夏本番です。本来ですとエア

コンをガンガン付けて涼しく過ごしたいところで

すが、今年は今まで以上に『節電』・『省エネ』

が叫ばれており、猛暑に耐えなければなりませ

ん。今年の夏は節電を考えながらの暑さ対策とな

りそうです。 

 さて、明日から２週間に亘りロンドンオリン

ピックが始まります。開会式に先立って行われて

いますサッカーの予選では、幸先良く男女とも勝

利して、日本チームに強い力を与えてくれまし

た。果たして今回の日本は何個のメダルがとれる

でしょうか。 

 そして、今日は土用丑の日です。日本では江戸

時代から夏バテ防止の一環としてウナギを食べる

風習があったそうです。今日は私も鮎の里の第２

駐車場に車を停めてここまで歩いてきましたが、

紺屋町の２軒のウナギ屋さんの前では、かば焼き

でしょうか食欲をそそる香ばしい匂いが漂ってい

ました。しかし、近年うなぎの稚魚『シラスウナ

ギ』が不漁で、価格が上がり続けて、それに追い

打ちを掛けるようにマグロなどと同じようにワシ

ントン条約の対象にウナギを加える事を検討して

いるとの情報があり、いよいよ我々庶民の口には
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入り難くなるようです。 

 さて、先週の金曜日には米山奨学委員会がチェン

君を囲んでの家庭集会を開かれました。片岡委員長

他、委員の皆さんの愛情あふれる歓迎と励ましの言

葉でチェン君も大変よろこんでいました。 

 今週23日には芦北ロータリークラブ、25日には人

吉中央ロータリークラブビール列車例会訪問でし

た。ビール列車は中央ロータリークラブさんがくま

がわ鉄道を守ろうと云う主旨で、随分前から続いて

いるようで、私ども人吉ロータリークラブから７

名、芦北ロータリークラブより４名、多良木ロータ

リークラブより３名が参加して２両貸し切っての賑

やかな２時間をすごしてまいりました。 

 また、昨晩はローターアクトのメンバーの一人が

大分に帰ると云う事での送別会を兼ねて、ローター

アクト委員会・新世代委員会合同の家庭集会が開か

れました。 

 人吉ロータリークラブの本年度の活動目標を掲げ

ていますので、お伝えします。 

 まず、今年のスローガンとして『奉仕の灯（とも

しび）は一人ひとりの灯（ひかり）から』とさせて

いただきました。これは、我々一人ひとりがする奉

仕は小さいかも知れませんが、その活動がクラブ全

体に広がっていけばきっと大きな力となる。これ

は、岡村ガバナーの地区スローガンであります『心

をひとつに（ONE ・HEART）』にも通じるものだと思

います。そして、人吉ロータリークラブの三つの活

動目標を掲げました。 

それは、 

①会員増強にチャレンジしよう。 

 （１０％純増を目標に）  

 人吉ロータリークラブは、先輩会員も新人会員も

心温かい人間集団です。この集団に新しい仲間を勧

誘し、楽しみを倍加しましよう。特に本年は本クラ

ブより中川会員が地区役員として出向され、会員増

強委員長として2720地区全体に会員増強を呼びかけ

られています。当クラブとしましても10％アップを

目標に尾方増強委員長を中心に、頑張っていただき

たいと思います。８月が増強月間です。８月中には

一人でも二人でも入会の目安が出来たらと思いま

す。 

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 
 
熊本第６グループ 那須弘文ガバナー補佐 (多良木RC）      

           多良木ＲＣ   会 長  向江富士夫 様 

        〃   会長ｴﾚｸﾄ 小林 智氏 様 

           〃         幹 事 藤本 完士  様 

              〃      直前会長  松下 正壽  様 



②広報活動を再認識しよう。 

 人吉ロータリークラブでは、広報委員会が立派に

クラブ内外に広報活動され、クラブの現状を随時発

信されています。しかし、それでもまだまだ地域の

人々のクラブへの認知度が低いと云われる事に対

し、私たち一人ひとりが日頃の奉仕活動に取り組ん

でいけば地域の人は自然と理解してくれるものと思

います。 

 私たち会員はロータリーバッチを常にプライドを

持って胸に着用しようではありませんか。これも広

報活動の一環だと思います。 

③米山奨学生の世話クラブとして会員全員でサポー

トしよう。 

 人吉ロータリークラブとして初めての米山奨学生

を世話クラブとして受け入れる事となりました。

色々と困難な事が生じるでしょうが、片岡カウンセ

ラーや米山委員会だけに任せないで会員全員でワン

ハートとなりサポートしましょう。奨学生のチェン

君にとっても人吉市や人吉ロータリークラブが楽し

い思い出として残るようなプログラムをつくり、相

互理解と親睦を深めましょう。 

 また、私個人としては『心を込めてチャレンジし

よう』を目標として掲げました。 

 会長として、弛んでいると思われるような時は、

是非檄を入れて下さい。一年間のご協力をお願いし

ます。   

    

   浅野 強幹事 

    

【連絡事項】  

１．人吉市より「クリーン人吉運動早朝清掃」の実  

  施並びに協力のお願い[塚本環境保全委員会へ] 

２．社会福祉協議会より歳末たすけあい演芸会実行 

  委員会開催の案内   [本田社会奉仕委員長へ]      

３．人吉保険所長より平成24年度廃棄物不法投棄対 

  策連絡会議開催の案内[塚本環境保全委員会へ] 

４．人吉市青少年育成市民会議より花火大会の街頭 

  パトロールの実施の通知[戸髙新世代委員長へ] 

５．人吉市国際交流協会よりアブランテシュ市青少 

  年派遣団結団式の開催の案内 

    [有村国際奉仕委員長へ]   

６．人吉青少年育成市民会議より第２回育成部会開 

  催の通知 [戸髙新世代委員長へ]  

７．人吉市青少年育成市民会議より青色回転灯を 

  使った青少年健全育成のための防犯パトロール 

  実施の通知 [戸髙新世代委員長へ] 

８．法人会女性部会長より福島ひまわり里親プロ 

  ジェクト協力者募集の案内 [掲示板]  

９．ガバナー事務所より九州北部豪雨被害に対 

  する義援金口座開設のお知らせ [掲示板] 

【回覧物】 

 八代ＲＣの会報 

【例会の変更及び取り止め】［掲示板］  

  熊本南ＲＣ  熊本西南ＲＣ  熊本西ＲＣ 

  熊本中央ＲＣ  熊本東ＲＣ  八代南ＲＣ 

 

 

 

 

【来訪者よりご挨拶】 

        熊本第６グループガバナー補佐 

            多良木ＲＣ 那須弘文様               

 皆様こんにちは。本年度のガバナー

補佐を務めさせて頂きます多良木クラ

ブの那須と申します。人吉クラブ例会

に初めて訪問致しました。８月17日の

人吉・人吉中央・多良木の３クラブ合

同ガバナー公式訪問では皆様に大変お世話になり

ます。お盆明けてすぐのお忙しい時と存じますが

どうぞ宜しくお願い申し上げます。   
  
多良木ロータリークラ

ブ向江富士夫会長よ

り、新年度のご挨拶を

頂きました。 

 

 

 Paul Harris Fellow  

    
 
認証状・認証ピンの贈呈 

 延岡研一会員 
 
 
 

 
 
    馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  

 宮山・木村・中村・戸高・田中・山田・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

地区米山記念奨学会セミナー；中川 

水俣RC；山賀･浅野･宮原･中川／八代北RC；中川 

人吉RAC例会；山賀･安達･平田･武末･永尾 

多良木RC；山賀･浅野･宮原  

【前年度出席委員会】     岩井和彦委員長 
    201１-201２年度  

   出席率100％達成者３２名表彰 
  
    ホームクラブ出席100％達成者２名   

    ≪ 武末憲一会員･山賀勝彦会員 ≫ 
 
    安達玄一   赤池利光   浅野 強              

   原田知一郎  葉山稔洋   平田フク            

   井手富浩   伊久美寛志  板井英朗              

   岩井和彦   丸尾 孜   宮原和広             

   水野虎彦   村山能史   中川貴夫           

   中島博之   馴田信治   大久保勝人    

   高山征治   武末憲一   田中信也      

   立山 茂    鳥井正徳    塚本哲也    

    堤   脩   浦田繁喜    漆野智康     

    牛島スミ子   和田栄司   山賀勝彦     

    山田仁法    山口令二 

本日の出席率 

会  員  数   67名   89.06% 

出 席 免 除 3名 7 / 13例会出席率 73.44％ 

欠 席 者 数 7名 補  填  数 17名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 100％ 



 

 

【ローターアクトクラブ】     安達玄一委員長 

       人吉ローターアクトクラブ 

        ８月第１例会案内  

 ８月１日（水）19時30分から鍛冶屋町立山商店

様、茶の蔵にて行ないます。皆様のご参加をお待ち

しております。 

 

【親睦委員会 前年度＆本年度】    

  ６月ゴルフ愛好会成績 ７６月ゴルフ愛好会成績 ７月８日月８日  球磨球磨CCCC  

  ７月ゴルフ愛好会成績 ７７月ゴルフ愛好会成績 ７月月1616日日  球磨球磨CCCC  

  

 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 岩井和彦 ８７ １６ ７１ 

準優勝 青木 一幸 ９２ １８.6 ７３.4 

３位 大久保勝人 ９４ ２０ ７４ 

４位 片岡啓一 ９６ ２１ ７５ 

５位 小林祐介 ９１ １４.4 ７６.6 

７位当月賞 村山能史 ９４ １５ ７９ 

10位 浅野 強 ８６ ３.8 ８２.2 

ＢＢ 伊久美寛志 敢闘 和田栄司 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  日向③ 塚本哲也   肥後⑤ 大久保勝人  

  日向⑦ 中川貴夫   肥後⑧ 片岡啓一  

ﾄﾞﾗｺﾝ  

67歳以上 
 日向⑨片岡啓一 

 肥後⑤伊久美寛志 

66歳以下 
 日向⑨青木一幸 

 肥後⑤塚本哲也 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 大久保勝人 48・46・94 

６６歳以下 中川貴夫   ４2・42・８4 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 堤 正博 ８９ １８ ７１ 

準優勝 北 昌二郎 ８７ １４ ７３ 

３位 漆野智康 ８７ １４ ７３ 

４位 塚本哲也 ８３ ９ ７４ 

５位 岩本泰典 ９３ １８ ７５ 

７位当月賞 浦田繁喜 ９９ ２３ ７６ 

ＢＢ 水野虎彦 敢闘 伊久美寛志 

  

  

  

 

 
 
☆優勝コメント☆ 

 私の優勝を多良木クラブの皆様にも一緒にお祝い

して頂きありがとうございます。13年かかりまし

た。初優勝です。 

 競技委員長のような塚本会員と一緒に回らせてい

ただいて、バンカーでちょっと触れ２ペナ取られた

んですが― それでも優勝できました。ありがとう

ございます！ 
 
【ニコニコ箱委員会】      延岡研一委員長 

・熊本第６グループガバナー補佐 那須弘文様  

 第６グループガバナー補佐を承りました。宜しく 

 お願い申し上げます。      

・多良木RC向江会長 お邪魔します。今年も宜しく 

 お願いします。          

・多良木RC藤本幹事 本日はお世話になります。 

 多良木RC幹事です。一年間宜しくお願いします。               

・多良木RC松下直前会長 昨年度はお世話になりま 

 した。次年度地区副幹事です。宜しくお願いしま 

 す。             

・多良木RC小林会長ｴﾚｸﾄ 我社の社員、米良精一朗 

 がアクトでお世話になります。宜しくお願いしま 

 す。                        

・中川会員 那須ガバナー補佐、向江会長、藤本幹 

 事、松下前会長、小林会長エレクト、ようこそい 

 らっしゃいました。歓迎申し上げます。                 

・山賀会長 多良木RCの皆さま、ようこそいらっ 

 しゃいました。那須ガバナー補佐、一年間宜しく 

 お願いします。       

 ・宮原直前会長 那須ガバナー補佐、向江会長 

 他、多良木RCの皆さん、ようこそいらっしゃいま 

 した。              

・齊藤会員 お誕生祝いありがとうございま す。 

 何と当日賞でしたが、運転免許証更新のため、早 

 退します。申し訳ありません。                                      

・鳥井会員 後期高齢者直前の誕生日を迎え、表彰 

 をありがとうございます。誕生日を忘れないよう 

 頑張ります。 

・武末会員 多良木RC那須ガバナー補佐、向江会 

 長、多良木RCの皆さまようこそ！健康に気を付け 

 て頑張って下さい。       

・和田会員 向江会長おめでとうございます。                              

・岩井会員 最後のコンペで優勝することがで 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
 肥後⑤ 和田栄司  肥後⑧ 戸高克彦  

 薩摩② 漆野智康  薩摩⑤ 塚本哲也 

ﾄﾞﾗｺﾝ  

７０歳以上 
 肥後②大久保勝人 

 薩摩⑦岩本泰典 

６９歳未満 
 肥後②塚本哲也 

 薩摩⑦漆野智康 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
７０歳以上 岩本泰典 4４・4９・９３ 

６９歳以下 塚本哲也  ４５・３８・８３ 

   ２０１1－２０１１年度 

  宮原会長カップ取切戦 

    ☆ 優勝 ☆  

  北 昌二郎会員 



 きました。これもメンバーに恵まれた結果と思い 

 ます。ちなみに多良木RC小林副会長とでした。                

・村山会員 水野君はあげたくない様でしたが、ゴ 

 ルフ７位いただき、ありがとうございました。               

・堤正博会員 7月ロータリーゴルフコンペで優勝 

 させていただきました。ありがとうございまし 

 た。ハンディーが上がり、１年間重荷をしょって 

 頑張ります。        

・北会員 取切戦、初優勝させて頂きました。 

 ありがとうございました。       

・延岡会員 ポール･ハリス･フェロー認証、光栄に 

 思います。不謹慎ですが、こんなに早く頂けたの 

 も両親のお蔭です。      

【Ｒ財団カード】           和田栄司委員長 

・和田会員 延岡会員のＰＨＦ、おめでとうござい 

 ます。ぞくぞくとＰＨＦになっていただき、感謝 

 しております。皆様宜しくお願いします。  

 

                

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

公式訪問（The Official Visit） 

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内

の各ロータリー・クラブを、個々のクラブま

たは複数クラブのグループとして、以下のよ

うな目的をもって訪問するものである。 

● ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心

を持たせる 

● 弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関

心を払う 

● ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に

参加させる 

●顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、

ガバナー自ら表彰する（RI細則15.090.） 

ガバナーあるいはガバナー補佐は、公式訪問

の際にクラブ・リーダーシップ・プランの状

況を検討すべきである。 

 

 

ロータリー入門書   2005-2006年度版より 

             ＰＧ前原勝樹 著 

各クラブが、その所属している国際ロータ

リーの役員と公式に接触する年一回の大切な

機会です。 

（１）まず会長、幹事、会長エレクトとの 

   会談が行なわれ、ガバナーはクラブの 

   実情を聴取し、クラブ側は問題点を提 

   起してお互いに率直な討議を行ないま 

   す。特にその年のテーマの実施、及び 

   内部拡大に重点がおかれます。 

（２）ついでクラブ協議会が開かれます。 

   ここで各委員会のその年度の奉仕活動 

   が報告され、ガバナー、またはガバ 

   ナー補佐の指導を受けます。 

（３）最後にガバナーは例会に出席し、その 

   年度のＲＩ会長テーマの解説とその実 

   施について激励を含めたスピーチを行 

   ないます。ガバナー公式訪問は査閲や 

   監査ではありません。クラブ会長はこ 

   の機を利用し、その年度の成功への跳 

   び台にしなくてはいけません。 

 

   

      ８月例会と行事予定 
 

 ８月   ３日(金) 通常例会 

 ８月１０日(金) 通常例会 

 ８月１７日(金) ガバナー公式訪問 

      人吉・多良木・人吉中央ＲＣ合同例会 

         会 場；清流山水花あゆの里  

         食 事；11時45分～  

                     例 会；12時30分～ 

          例会終了後写真撮影  

             ※クールビス・要Ｒバッジ 

  8月２４日(金) 納涼家族会 夜の例会            

        あゆの里 18時30分～ 

 ８月３１日(金) 例会取止め  

    

 

 

 ８月５日(日）～６日(月) 

    米山奨学生夏季研修（阿蘇） 

 ８月５日(日) 

    ローターアクト地区連絡協議会 

        益城町 ㈱城野印刷所         

 ８月１２日(日)  

    ゴルフ愛好会 球磨ＣＣ１０時１６分～ 

   ８月１６日(木)  

    クリーン人吉早朝清掃 

     ６時～（相良護国神社周辺） 

  


