
     
    山賀勝彦会長 

  

 私にとって７月はあっという間

に終わってしまいました。この

一ヶ月は慌ただしさのうちに終

わったように思えます。このよう

に時間の過ぎるのを早く感じる事

はかつてない経験でした。 

 ７月２８日は、ローターアクトのボランティア

活動の一環として須惠のつつじヶ丘学園の夏祭り

のお手伝いでしたが、ローターアクト委員会の安

達委員長・平田委員と共に参加して来ました。各

種団体が焼き鳥コーナー・カキ氷・射的・ヨー

ヨー等の模擬店を担当し、人吉ローターアクトの

３人もフランクフルトソーセージの担当で頑張っ

ていました。開会式では多良木ロータリークラブ

の会員でもある恒松園長先生の挨拶の中で、特別

に私ども人吉ＲＣを紹介していただきました。 

 また、７月３１日は、ニコニコ箱委員会・プロ

グラム委員会・出席委員会の３委員会合同家庭集

会が『伽草子』で開催されましたが、３委員会と

もほぼ全員の出席でした。今期の活動について積

極的な協議があり、その後は延岡委員長の司会に

よる楽しい懇親会となりました。今期の３委員会

の活躍が覗えるような家庭集会でした。 

 今週のロンドンオリンピックは、柔道と体操競
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技種目で審判員の不手際により判定が覆るような事

もあり、深夜にも関わらずついついテレビを観てし

まい、少々睡眠不足気味です。 

 また、心配されていた台風１０号も予定進路より

南を通過し、人吉では被害も無く本当にラッキーで

した。先の豪雨で上流の各所で山崩れが発生し、こ

れ以上球磨川が増水すると益々鮎が獲れなくなり、

お客様に迷惑をお掛けするところでした。 

 ところで、みなさんは鮎の濁りすくいをご存じだ

と思いますが、この濁りすくいの網は下流から上流

に向けてすくうのでしょうか？それとも逆に上流か

ら下流に向けてすくうのか、どちらだと思います

か？ 答えは上流から下流に向けてすくうのが正解

だそうです。なぜかと云うと、一つは下流から上流

に網をすくい上げると、網と川の流れの抵抗で網の

竿が折れる。それと、鮎は下流に流されまいと常に

上流方向に泳いでいるからだそうです。 

 さて、昨年の地区大会で本田ガバナーが、熊本県

と大分県とでクラブ間交流を諮ってはどうかと突然

の提案があり、私たちの中島ガバナー補佐が身を挺

して反対されたお蔭で、その時は伝統ある人吉ナイ

トが存続する事ができました。その後、クラブ間交

流の話しは立ち消えになったものと思っていました

ら、先月の多良木ロータリークラブへの訪問時に、

向江会長が多良木クラブは８月に湯布院クラブを一

泊訪問し、交流と親睦を諮ると云われていました。

クラブ間交流の話しが、今だに存続しているのか

なーと思っていますが、どのようにしてこのクラブ

間交流の話が実現したのか、その経緯を是非伺いた

いところです。 

 さて、次週の５日・６日は米山奨学生の夏季研修

会が阿蘇ＹＭＣＡで開催される為に、チェン君とカ

ウンセラーの片岡委員と米山奨学会中島地区出向委

員が参加されます。なお、チェン君は１７日のガバ

ナー公式訪問の時に来る予定です。 

 また、次年度は人吉中央ロータリークラブより赤

山パスト会長が、ガバナーエレクトとして輩出され

ていらっしゃいますが、我がクラブからも延岡研一

会員が地区副幹事として選出され、赤山ガバナーエ

レクトをサポートされる事になりました。後ほどご

挨拶をお願いします。 

８月会員増強及び拡大月間 

 

点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  中村太郎委員 

            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 
 
      熊本南ＲＣ  寿崎 肇パストガバナー  

      人吉中央ＲＣ     上野 達郎 会員               



 さて、今月８月は、ロータリーでは会員増強及び

拡大月間となっています。本来ならば会長挨拶の中

で、会員増強について話すべきところですが、今月

は中川地区出向増強委員長に卓話をお願いしてあり

ますので、じっくりと会員増強について皆さんと勉

強したいと思います。人吉ロータリークラブでも本

年度目標の第一番目に、会員増強にチャレンジしよ

うと云う事で、純増１０％アップの目標を掲げてい

ます。 

 この目標達成の為にも、また中川地区出向委員長

に恥をかかせない為にも、会員全員でワンハートと

なり、新入会員を勧誘して頂きますようご協力の程

宜しくお願いします。 

 

      
    
    浅野 強幹事 

【第３回理事会の承認事項】  

１号議案 2012年～2013年度予算案承認の件 

   1-1.一般会計収入・支出 

   1-2.特別会計収入・支出 

   1-3.100万ドル食事について 

２号議案 城見庭園祭り協賛金１万円支出の件 

３号議案 球磨川音楽祭後援の件名義使用のみ 

いずれも承認されました。 

【報告事項】 

１．米山記念奨学委員長より2011年度寄付金につい 

  て→ 実績の報告を行う 

  会員へは片岡委員長より報告を依頼済み 

２．什器備品（書庫）撤去について→ 

  資料とロッカー処分の承認をいただいた 

【連絡事項】  

１．人吉暴力追放協議会、人吉警察署より暴力追放 

  シール[各自持ち帰って下さい]  

２．ブライダル少子化対策委員会の議事録  

  [本田社会奉仕委員長へ]   

３．ロータリー日本財団より確定申告用寄付金 

  領収書[配布します]   

４．第16回球磨川舟歌全国大会の入場券販売 

  500円×50枚[鳥井ＳＡＡ委員長へ]  

５．別府RCの60周年記念式典、祝賀会へ参加登録 

  される方は9日までに事務局へ登録料12000円 

６．囲碁愛好家名簿登録依頼2720地区の親睦囲碁 

  大会を企画[漆野親睦委員長へ]  

７．韓国慶山RCより青少年交流の件と姉妹クラブ 

  調印式の件でメール[有村国際奉仕委員長へ] 

８．8月17日ガバナー公式訪問、服装はクールビズ 

  （ノーネクタイ）色もののシャツは遠慮下さ 

  い。できればジャケットを。バッジを忘れずに 

【回覧物】 

＊人吉中央RC会報 ＊人吉総合病院広報誌｢翔｣ 

【例会の変更及び取り止め】［掲示板］  

＊例会休会連絡 熊本南RC 

 

【人吉市暴力追放協議会より】 

 暴力追放協議会会長の尾方芳樹会員より、本日会

員全員に配布されました人吉市暴力追放協議会 人吉

警察署の“暴力追放”ステッカーについて説明があ

りました。 

【来訪者よりご挨拶】 

        

 

 

 

 

 

 

【2013～2014年度地区副幹事より】 

               延岡研一会員 

 2013～2014年赤山武興ガバナー年度の地区副幹

事を仰せつかりました延岡です。 

 ５月から毎月１回、赤山ガバナーエレクトと、

その年度の地区幹事、地区副幹事による会合を開

催し、各役割について、各種会議の日程について

等の打合せを行なっております。 

 日程として、来年３月１６(土)１７日(日)に会

長エレクト研修セミナー、そして４月２１日(日)

に地区協議会が決定されています。 

 また、本年度より熊本に2720地区ガバナー合同

事務所を開設、ガバナー事務所が固定化し運営さ

れていきます。 

 国際ロータリー第2720地区ガバナー合同事務所 

 〒860-0807 

   熊本県熊本市下通1-3-7銀染第一ビル４F 

     TEL:096-312-2720 FAX:096-355-2720 

現在の報告は以上です。 

 
 
    馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【親睦委員会】 

   有馬宏昭副委員長 

 熊本南ロータリークラ

ブ寿崎肇パストガバナー 

より、クラブ週報送付に

対するお礼のご挨拶があ

りました。 

本日の出席率 

会  員  数   67名    93.75% 

出 席 免 除 3名 7 / 20例会出席率 82.81％ 

欠 席 者 数 4名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 60名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 漆野・和田・木村・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

米山記念奨学委員会家庭集会；宮山・中島・伊久美・宮原 

芦北ＲＣ；山賀・浅野・宮原 

人吉中央ＲＣ；山賀・浅野・宮原・中川 

 

 



【会員組織増強委員会】  
 
      会員増強及び拡大月間卓話 
 
        第2720地区会員増強・拡大委員会 

                中川貴夫委員長 

     ～ 会員増強月間卓話及び報告 ～ 

 私は、2012-2013年度・第2720地区会員増強・拡

大委員会に委員長として人吉RCより出向させていた

だきました、中川貴夫（たつお）です。職業分類

は、自動車整備で暦年数は、１７年２か月となり現

在５７歳です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ８月は、会員増強・拡大月間となっておりプログ

ラムの平田フク委員長より指令が出ましたので卓話

をさせていただきます。我が人吉RCも尾方芳樹会員

増強委員長を中心に「会員増強１０％UP目標に頑張

ろう。」との言葉をいただき感謝している所です。 

 現在、世界の人口は増え続けておりロータリアン

の会員数も増え、特にインドのロータリアンは１２

万人と増加しております。日本のロータリアン数を

抜き、米国に次いで２位となりました。３年後に

は、１３万人を目標に会員増強して行くそうです。 

 しかし、日本のロータリー会員数は、皆様ご存じ

の通り１９９６年・１３０．６４７名を最高に２０

１２年４月現在、８９．００６名と、４１．６４１

名も減少し続けております。第２７２０地区会員数

は、２０１２年７月１日現在、２.４４７名です。

木下光一ガバナー年度より本田光曠ガバナー年度と

V字回復をしつつあります。 

 今年度、私の委員会方針にも書いておりますが、

田中作次ＲＩ会長が日本人として３人目のＲＩ会長

として就任されました。そこで、RI第2720地区をは

じめとする日本全国３４地区のガバナーの米国サン

ディエゴ国際協議会での合言葉は、会員増強であっ

たそうです。 

 そして、岡村泰岳（やすたか）ガバナーの地区ス

ローガンは、「心をひとつ」 ＯＮＥ ＨＥＡＲＴ

を掲げ、優先事項として「より元気なクラブ」作り

を目指しています。この、「より元気なクラブ」に

していくには、皆様一つ一つのクラブの会員増強が

一番必要なことであろうと思います。 

 ２４年５月２６日（土）別府大学大分キャンパス

において「チャレンジ２７２０プロジェクト」セミ

ナーを開催、シュプレヒコールを行い各クラブ「心

ひとつ」にしていただきました。 

そして、現在どこのクラブも同じ悩みがあるとすれ

ば、それはロータリアンの会員減少及び年齢が高く

なっていることです。まず、１人若いアクティブな

メンバーが入会されるとそのメンバーが同年代のメ

ンバーを紹介してくれることが多いようです。ま

た、素晴らしい女性会員の入会を認め入会される

と、その会員がまた素晴らしい女性会員を紹介して

くれるようです。今年度、数字的には各クラブ１

０％ＵＰを目標に会員増強をクラブ会長さんはじ

め、会員増強委員長さん、会員の皆様にご協力をお

願いしているところです。 

 ７月２０日（金）八代北RC の例会に訪問いたし

ました。私の委員会に委員として出向して戴いてい

るクラブへのお礼と、会員増強のお願いをしたかっ

たからです。八代北RCは、会員数２２名ですが、会

員を３グループに分け坂田豊会長をはじめとする各

リーダーを中心に会員増強５名目標に展開する予定

だそうです。「３年計画、３０名以上の会員とす

る。」との目標を掲げていただきました。 

 ７月３０日（月）熊本南RC訪問、１０年後は、会

員増強、１５０名会員目標の長期計画を立てられ、

今年は、会員数６０名から７０名への会員増強UP 

を計画されている事に関し感銘したところです。ま

さにCLPにおける浅山弘康会長のリーダーシップで

はないでしょうか。 

 ７月３１日（火）大分中央RC訪問、会員数５８

名・貞閉（さだか）会長より「素晴らしい人材であ

れば男性にこだわらなくても良いのではないか？」

との決意があり２０名増強UPとの会員増強委員長よ

り発表がありました。 

 ８月１日（水）熊本水前寺公園RC訪問、会員数２

１名、男性会員予定者が例会を見学にこられていま

した。水前寺公園RCは、是非、男性会員増強に頑

張って欲しいと思います。会員増強委員会を近日開

催する予定だそうです。 

 委員会メンバーがあと一人いますが、水曜日が例

会開催日・大分城西RCです。水前寺公園RCと例会日

が重なりまだ行けていません。出来るだけ早く訪問

したいと思います。 

 ところで、会員増強の３つの要素をご存じでしょ

うか？ 

 会員増強の３つの要素は新会員勧誘、現会員の維

持、及び新クラブの結成です。 

「１人でも多くの適格者にクラブに入会したいとい

う興味を与えるため、また、クラブ会員の減少を防

ぐために、クラブは内部の拡大のために現行規定を

十分かつ意図的に利用し、クラブのプログラムを改

善し、地元地域社会への奉仕を維持・改善し、会員

にとっての意義を保ち、個々の会員を効果的に参加

させ、その関心を絶えず引き付けるように活動を行

うべきである。」としています 

 会員を増やす主な要素には、次のようなものがあ

ります。 

１.会長からの一貫した熱意ある奨励および支持 

２.ロータリー教育、入会式、クラブ活動への溶け 

 込みと参加など、新会員のための充実したプログ 

 ラム 

３.新会員の推薦者の適切な表彰 

４.会長およびガバナーが、クラブの成長と地区内 

 の会員増加を適切に表彰し、現会員の維持を図る 

 こと 

５.妥当な会費、地域社会に対するロータリーの奉 

 仕、ならびにロータリアンおよびその家族が受け 

 るロータリー会員としての恩恵を強調し、注目に 

 値するような適切なロータリー広報 

６.広報活動 

７.適切な支援を受け、充実した活動をしている会 

 員増強委員会 

８.会員基盤を築くための職業分類調査 

 これに加え、ロータリークラブは次のことを行う

べきです。 

１.会員増強のためのリソースを十分かつ意図的に 

 利用する 

２.潜在的な職業分類を探るために地域社会内の事 



 業と専門職を特定し、それに該当する資格ある候 

 補者を探し出す 

３.奉仕活動を常に地域社会にとって重要性あるも 

 のに保ち、プロジェクトと奉仕活動について地域 

 社会に効果的に知らせる 

４.奉仕活動を常に地域社会にとって重要性あるも 

 のに保ち、会員の関心を絶えず引きつけるものと 

 する 

５.個々の会員を効果的に参加させ、その関心を絶 

 えず引きつけるようなクラブ活動を行う 

６.改善を要するプログラムと分野を特定するた 

 め、クラブの評価活動を行う 

 という事です。さらに、 

１.各クラブは自己の会員増強傾向を調べ、満足す 

 べき進展があるか否かを検討しそれによって健全 

 な発展と会員の維持を図るための対策を講じる必 

 要がある 

２.ガバナーとその他の地区指導者は、クラブに協 

 力し、会員が増えない理由に取り組み、可能な改 

 善策はなんであるかを特定すべきである 

３.瑕疵なき（会員の責務を果たしている）会員が 

 新しい地域社会に移転する意向である場合、その 

 会員のクラブは、移転先の地域のクラブにその会 

 員の移転に関する情報を提供すべきである（2010 

 年手続き要覧より抜粋） 

とされています。 

 今回、会員増強のお話をさせて戴きましたが、

2012-2013年度・岡村ガバナーの最大・最終目標は

各クラブが「心ひとつ」になり、どこの地区より

2720地区のクラブが「より元気なクラブ」になる事

であります。地区会員増強・拡大委員会あげて頑張

りますので、皆様のクラブも一緒に会員増強してい

ただきます様にお願いいたします。 

 本日は、貴重な時間をいただきありがとうござい

ました。よろしくお願いいたします。 

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友７月号の紹介 

                   立山 茂 委員長 

①「ロータリーの友」のあゆみ 

昭和27年、4月の地区大会で日本の地区が東日本と

西日本の２地区に分割されることになり、共に活動

してきた日本のロータリアンが分割されてからも緊

密に連絡を取り合い、情報を共有化するための機関

紙として企画された。同年8月16日長良川河畔の大

竹旅館に東京、横浜、京都、大阪、神戸の各クラブ

の代表が集まり、３つのことが決定された。 

１．名前を「ロータリーの友」とする 

２．価格を50円にするが広告をとって100円分の内 

  容のある雑誌とする（現在税込で210円） 

３．横書きとする 

 このようにして発行部数3300部の「ロータリーの

友」が北斎の赤富士を表紙にスタートする。１年間

の試験期間を経て、国際ロータリーの公式地域雑誌

となるが、その要件の１つが年度の始まる７月号は

国際ロータリーの会長の写真を掲載することであ 

る。 

②「ロータリーの友」活用例として― 

  [事務局緒方さんの利用方] 

1.最初に読むのが縦書き最初の特集 

 このコーナーは全国のロータリーの大会や講演の 

 中から選ばれたものである。 

2.横書きの掲示板；全国のロータリー情報 

 前頁のエバンストン便り；世界のロータリー情報 

3.ロータリー文庫（P42）ロータリーのホームペー 

 ジとは別に活用できる。 

 

【ニコニコ箱委員会】       延岡研一委員長 

・熊本南ＲＣ寿崎パストガバナー 御礼；週報一年 

 間のご惠贈誠にありがとうございました。 

 先日、熊本南ＲＣに地区会員増強拡大の中川委員 

 長が出席され、会員増70名は大変よろしいとお褒 

 めを頂きました。会員一同決意新たにいたしまし 

 た。今までこんなにして頂いた委員長はいません 

 でした。感謝してスマイルさせて頂きます。 

・人吉中央ＲＣ上野達郎会員 夏休みで人吉に帰っ 

 てきました。人吉在職中は皆様にお世話になりま 

 した。 

・山賀会長 寿崎パストガバナー、上野様、よくい 

 らっしゃいました。 

・中川会員 熊本南ＲＣ寿崎パストガバナー、人吉 

 中央ＲＣ上野様、ようこそいらっしゃいました。 

 歓迎申し上げます。先日は熊本南ＲＣにお邪魔 

 し、素晴らしい例会に参加させて戴きありがとう 

 ございました。 

・堤正博会員 寿崎パストガバナーのご来訪を歓迎 

 します。上野元人吉保健所長様のご来訪を歓迎し 

 ます。 

・井手会員 寿崎パストガバナーご来訪ありがとう 

 ございました。人のお役に立つように頑張りま 

 す。 

・延岡会員 寿崎様、上野様、ようこそいらっしゃ 

 いました。私は福岡県行橋市から山手に住んでい 

 ました。小学生頃に行橋市に寿屋ができ、よく遊 

 びに行っていました。お世話になりました。 

・小林清市会員 山賀会長、浅野幹事のご健闘を祈 

 念します。 

・岡会員 母校済々黌の野球部が県大会優勝しまし 

 た。ニコニコカード担当の延岡さんに無理にニコ 

 ニコするよう命じられましたのでします。 

・山口会員 人吉二中野球部、県の中体連で優勝、 

 九州大会に出場することになりました。ニコニコ 

 します。 

・立山会員 前回の雑誌委員会の発表は私の勘違い 

 から皆様にご迷惑をかけました。深く反省し、以 

 後気をつけます。 

・釜田会員 誕生祝い有難うございました。 

・浅野会員 来客につき早退させていただきます。 

・葉山会員 職業奉仕の為、早退いたします。 

・岩本泰典会員 週刊現代に｢日本の大金持ち1000 

 人」が載っていました。その中に小林清市先生が 

 ランクされていました。おめでとうございます。 

 それに比べ釜田先輩の情けなさ。奥さんの川柳が 

 熊日に載っていました。 

   「古傷を 持たぬ男は つまらない」 

 

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 


