
     
    山賀勝彦会長 
 
 青井神社の『おくんち祭』

を迎えると人吉地方も朝夕急

に冷え込むようになり、秋の

深まりを覚えます。今週も

色々な秋のイベントがありま

したが、そのような話題を吹

き飛ばすようなビッグニュー

スが入ってまいりました。 

 今週は何と言ってもノーベル賞医学生理学賞を

受賞された山中京都大学教授の事でしょう。受賞

の内容は、みなさんご存知の事と思いますので、

今日はテレビで共同記者会見をされていた奥様の

事などを紹介させて頂きます。テレビでの奥様は

清楚な美しい方だと拝見しておりました。記者会

見でも教授は『家族がいなかったら続けられな

かったでしょう』。と支え続けた家族に感謝の言

葉を送っていらっしゃいました。 

 ロータリーでも家族の支えなくしてロータリー

なしと云われるように、職業奉仕の原点は家族で

あるのと、同じだと感じました。 

 奥様の知佳さんもお医者さんだそうで、お二人

は中学・高校の同級生で、大阪教育大学付属天王

寺中学時代に出会い、高校一年から交際が始まっ

たそうです。柔道やラグビーに汗を流す文武両道

で秀才だった山中さんに劣らず、知佳さんも英語

通  算  2 7 2 4回 

2 0 1 2年 1 0月 1 2日 

第 14 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山田仁法副委員長 

クラブの部長を務め、英語弁論大会で優勝するなど

の才媛だったそうです。関西医科大へ進学され、皮

膚科医として活躍されている夫婦似合いのベスト

カップルです。 

 過去のノーベル物理学賞などは、私どもには何も

分からない程遠い学問の世界でありましたが、今回

の山中先生のⅰＰＳ細胞の研究成果は、図り知れな

い可能性を人類にもたらしたと云う事は、身近な問

題のように感じます。難病などの病気の原因究明や

新薬開発などに非常に期待が持て、肝臓病や糖尿病

などの治療にも光明が射してまいりました。日本で

も早い臨床応用が許可されれば良いのにと思いま

す。 

 アメリカ・ハーバード大学では、森口と云う日本

人研究者らによって６人の重症心不全患者に細胞移

植の治療が実施されたそうです。 

（しかし、これは今朝[10月12日]のニュースでは、

この人体へのⅰＰＳ細胞第１号の移植について、疑

惑がもたれているようでした。） 

 しかしながら、今回の山中教授のノーベル賞受賞

の結果、この分野にスポットが当たり、研究費にも

ようやく目が向けられて、文部科学省を始め、全国

から研究資金が集まってきた事は、喜ばしい限り

す。このⅰＰＳ細胞の研究がスムーズに進むように

なればと心から期待します。 

 
 
   浅野 強 幹事 

 

【連絡事項】  

１．人吉西小学校ＰＴＡ会長より通学合宿2012 

  開校式の案内［戸髙新世代委員長へ］  

２．2720地区会員増強・拡大委員会の中川委員長よ 

  り、お願いのメッセージ 

  [尾方会員組織増強委員長へ]  

  この後、中川委員長に読んで頂きます。 

【回覧物】  

 ・水前寺公園ＲＣ、指宿ＲＣの週報 

【例会の変更及び取り止め】 [掲示版]  

  宇土ＲＣ  

 

１０月 職業奉仕米山月間 

 

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  「それでこそロータリー」 
 
司会・進行  平田フク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） 



 2720地区 会員増強･拡大委員会よりお願い 

               中川貴夫委員長    

 各クラブの会長さんをはじめ、会員増強委員長さ

んにおかれましては会員増強に対してご尽力をいた

だきありがとうございます。 

 ７月より新年度スタートし、お陰様で８月現在、

2720地区・４９名の増員となっております。これも

ひとえに、各クラブの皆様のご努力と深く感謝を申

し上げます。 

 さて、我が人吉ＲＣも会長をはじめ会員増強委員

長・クラブ全会員と会員増強を頑張っていただいて

おります。新年度、１人増員となり喜び、さらに増

強に取り組み始めた矢先、９月末には１人の会員さ

んが病気入院・治療のため退会となってしまいまし

た。病気とはいえ大変残念に思います。しかし、こ

ういう状況というのはロータリークラブにおいては

往々にして起こることであり、人吉RCでもそれを踏

まえて常に増強を心掛けて行動いただいておりま

す。皆様のクラブにおきましても常に増強に向けて

努力いただきたいと思います。 

 ８月末の状況で、残念にもマイナスとなっている

クラブもありますが、こういう状況に対応していた

だき是非プラスになります様にご尽力をいただけれ

ばと重ねてお願い申し上げます。 

 尚、１２月１日（土）には、前回もお話をしてお

りましたが、第２回会員増強セミナーを熊本で開催

いたします。会長様、会員増強委員長様、是非ご出

席賜ります様にお願いいたします。詳細は、改めて

ご案内させていただきます。万一、ご都合が悪けれ

ば代理委員を出していただきます様にお願いいたし

ます。 

 お願いばかりで申し訳ありませんが、来年の７月

には皆さんと一緒に喜びを分かち合えたらと思って

おります。会員増強は、元気なクラブになる特効薬

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 Paul Harris Fellow  
    
 
 認証状・認証ピンの贈呈 

 

   中川貴夫会員 
 
 

 

 
     
    馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】      岩井和彦委員 

・熊本第６グループ那須弘文ガバナー補佐 

 ガバナー公式訪問ではお世話になりました。 

  おかげで無事すませることができました。 

  本日は宜しくお願い致します。 

・渕田会員 那須ガバナー補佐、ご来訪ありがと 

 うございます。さて、本日「夕方いちばん」の 

 長縄とび選手権に山田小学校６年生が出演しま 

 す。応援お願いします。来週から２週お休みし 

 ますのでニコニコ及びごめんねしておきます。 

   

【Ｒ財団委員会】     和田栄司委員長 

・和田会員 中川さんＰＨＦ達成おめでとうござ 

 います。今後のご協力宜しくお願いします。 

・山賀会員 那須ガバナー補佐ようこそいらっ 

 しゃいました。後程総評お願いします。 

 

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 

 賞を戴き、ありがとうございました。米山も 

 チェン君が人吉に来て戴きうれしく思い、米山 

 も頑張ります。 

・中島会員 那須ガバナー補佐のクラブ協議会出 

 席、ご指導ありがとうございます。中川会員の 

 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー受賞おめで 

 とうございます。 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

  第２回 クラブ協議会 前半 
 
              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5ヶ月 

副)井手富浩 

 ３ヶ月が過ぎ、各委員会も家庭集会をほぼ終わ

り、計画を実行されていると思います。 

 栞の方針に書いていますＰＤＣＡをご存知の方

もおられると思いますが、plan do check action 

計画  実行  評価  改善  これをぐるぐる回して

いくと、仕事の質やレベルが上がっていくという

管理の手法ですが、ロータリーは単年度制という

ことで毎年同じ計画実行を繰り返し、ほとんどＰ

本日の出席率 

会  員  数   67名   78.13% 

出 席 免 除 3名 9 / 28例会出席率  78.13％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 100％ 

＊メークアップ  

職業奉仕･社会奉仕･環境保全合同家庭集会；本田・塚本 

地区Ｒ財団セミナー；和田・渡辺・山賀 

会員増強拡大委員会セミナー（東京）；中川 

2720地区米山奨学委員会セミナー；中島・山賀 

別府ＲＣ60周年式典；中川 

雑誌委員会家庭集会；中島・青木・田中・立山 

Ｒ情報･会員増強･会員選考･職業分類家庭集会；中川 

＊届け出欠席  

 赤池・有村・齊藤・井手・延岡・木村・中村・宮山・堤正 

 原田・青木・鳥越・石原・尾上 



ＤＣＡが回ってないのが現状ではないかと思いま

す。 特に評価(自己評価)が大事だと思います、評

価が出来ないと、改善が出来ませんので、改善がで

きないと、次の計画に繋がらない、よってＰＤＣＡ

が回らないイコール組織の質やレベルが上がらない

と言う事になっていると思いますので、各委員会の

委員長はぜひ計画の実行が終わったら、評価(自己

評価)をして見ていただきたいと思いますので、後

残り９ヶ月よろしくお願いします。 

 

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3ヵ月 

副)有馬宏昭   

委員)本田節･永尾禎規･川越公弘･塚本哲也 

方針：会員相互の親睦を深めるとともに、家族会員

にロータリーをより理解してもらうよう努める。ま

た、今年のテーマを「親睦活動出席率の向上」と

し、会員、また会員の家族に協力をいただき、親睦

の和を広げ、クラブの活性・繁栄に務めます。 

 年間計画では、５大親睦活動の２つ（新旧理事歓

送迎会、家族納涼会）が終わりました。特に、家族

納涼会は、会員、家族を含め130名程参加していた

だき、また山賀会長には花氷を提供していただき、

子供たちも大変珍しがり氷の中のお菓子類は全て掘

り返されていました。 

 今後、忘年会、新年会、賀寿会を残しておりま

す。特に新年会は韓国のクラブをお招きして開催さ

れます。委員会メンバー、国際奉仕委員会を協力し

て楽しい会にしたいと思います。 

 ロータリー歴も浅く、先輩会員に多大なご協力を

いただきながらの委員会運営となっております。今

後も皆様のご指導とご協力をお願い致します。 

 

ＳＡＡ 

委員長)◎鳥井正徳 

職業分類 社会教育、ロータリー歴3年2ヶ月 

副)北昌二郎   

委員)中村太郎･渕田秀雄･石原弘章･石蔵尚之 

｢ＳＡＡは、会場監督（Sergeant-at-arms）の意

で、クラブの例会等の会合において、気品と風紀を

守り、例会等がその使命を発揮できるよう設営、監

督する責任を持つ｣と定められています。 

 新しく石蔵会員を委員に迎え、新メンバーになっ

て３ヵ月、この定めに基づき、45分前には集合し、

事務方と連携しながら会場設営やプログラムの準備

等を行っていますが、まだ不慣れな面も多く、御迷

惑をお掛けしている点も多いと思います。 

 秩序ある例会となるよう、特に食事以外の時間

は、お互いの私語や立ち歩きを慎み、会員全員が一

体となった例会になるよう努力しますので御協力を

よろしくお願い致します。 

 

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7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。 

 現在までの報告をします。新入会員卓話を９月14

日に渕田会員にして頂きました。時間が足りなかっ

たので２回目を予定しているところです。次回は10

月19日田中会員にして頂く予定です。中村会員は日

程を調整中です。外部卓話につきましては、９月28

日市教育委員会より久本社会教育課長、先週５日は

人吉警察署長にお出で頂き、卓話をして頂きまし

た。 

 例会のプログラム作成については、毎週水曜日の

11時より会長、幹事さんと私に、岩本副委員長と安

達委員にも手伝って頂き、緻密な打合せをしており

ますが、委員長の私がドジをしてしまうことも有

り、申し訳なく思っています。今後は公式行事や特

別行事の報告、３分間Ｒ情報も組み入れていきたい

と思っています。以上です。 

 

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6ヶ月 

 方針として、無断欠席をなくす、100％出席を目

指す、出席報告の徹底、をあげております。皆様の

ご協力により、無断欠席は少なくなっております。

例会をやむを得ず欠席される場合は、当日の10時半

までに事務局にご連絡をお願いします。 

 お願いとして、地区大会や各種行事、他クラブ例

会への参加などメークアップをお願いします。もう

一度家庭集会をしたいと思います。 

 

奉仕プロジェクト委員会 

委員長)◎山賀勝彦  

職業分類 冷凍冷蔵業、ロータリー歴10年1ヶ月 

副)浅野 強 

 本日報告は奉仕プロジェクト委員会の社会奉仕・

環境保全・新世代・米山記念奨学、そしてＲ財団の

５委員会です。７月にスタートして、各委員会は計

画・方針に従いまして、着実に遂行されています。

具体的には各委員長さんよりご報告されますが、各

委員会のご努力に対しまして感謝申し上げます。委

員会の皆さんには今後とも宜しくお願い致します。 

 

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3ヵ月 

副）大賀睦朗  

委員)釜田元嘉･堤正博･岩本泰典 

     小林祐介･石蔵尚之 

１．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。 

２．現在までの活動 

 ・9月5日 家庭集会（ひまわり亭）３委員会合同 

 ・人吉市暴力追放協議会への参加 

 ・10月9日 青井神社おくんち祭りにおいて、 

  本田、平田会員赤い羽共同募金街頭活動 

３．今後 

 ・人吉球磨総合美展ロータリー賞授与 



 ・社会奉仕に関する卓話 

 ・地区ブライダル推進委員会への協力 

 ・その他の社会奉仕活動  

 

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11年 

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 

 活動としまして、花火大会翌日の８月16日の早

朝に相良護国神社境内にて清掃活動を行いました。

各会員には早朝より多数ご参加頂きありがとうござ

いました。また、９月５日にはひまわり亭にて他委

員会との合同の家庭集会を開催し、今後のスケ

ジュールの確認をしました。 

 今後のスケジュールとしまして、環境保全に関す

る卓話、来年３月16日(土)に九州電力が実施する

植樹事業への参加、村山運動公園ロータリーの森周

辺清掃の早朝例会の実施を計画しておりますので、

会員の皆様のふるってのご参加をお願いいたしま

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10年1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 

 ７月に家庭集会を開き、年間の方針・計画をお伝

えしまして、委員会の皆様にも｢協力するよ｣と

言って頂き、心強く思います。 

 これまでの活動と致しましては、人吉市青少年育

成市民会議へ３回出席を致しております。育成部会

と環境部会の年間活動計画も決まりましたので、一

年間二つの部会活動に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 ７月に復興支援こどもｷｬﾝﾌﾟへの協力と９月の新

世代のための月間では、青少年育成市民会議の事務

局長、久本様に外部卓話をして頂きました。これま

でのところは計画どおりに活動を行なえていると思

います。これからも委員会の皆様のご協力をいただ

きながら、また相談しながら活動してまいりたいと

思います。 

 

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8ヶ月 

副)宮山惇 委員)中島博之･伊久美寛志･宮原和広 

 米山記念奨学委員会では、人吉ＲＣで初めての

｢米山奨学生世話クラブ事業｣に取り組んでおりま

す。前年度最終の今年６月から始まりましたが、奨

学生のベトナムのチェン君は６月から通算５回、人

吉クラブを訪問してくれ、９月７日の例会では卓話

も実施してくれました。もうすでに半年が過ぎまし

たが、本人は３月卒業を目前にし、就職か大学院の

修士課程に進むか考えている最中のようです。米山

奨学生としての義務は、世話クラブの例会に毎月参

加すること、９月と２月にレポートを提出するこ

と、地区内の各クラブの要請に応じて５～７クラブ

を訪問し、卓話を実行することなどが義務付けられ

ています。先日10日には熊本05福祉ロータリークラ

ブに私と一緒に例会訪問し、卓話を実施してまいり

ました。あと４クラブを訪問し、卓話を実施の予定

です。チェン君は明るく素直な性格で頭もよく、将

来が楽しみです。３月までは人吉でお世話する事に

なっていますので、皆さんにもぜひ親しくなってい

ただければと思います。 

 先日の例会で発表がありましたが、当クラブの伊

久美パスト会長が｢財団法人ロータリー米山記念奨

学会｣本部の理事に選任されましたので、ますます

当クラブと米山記念奨学会との縁が深くなりまし

た。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

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)赤池利光 愛甲康 

 今年は少しサボって家庭集会もまだ行なっており

ません。遅くなりますが11月に行いたいと思ってお

ります。また、地区では財団セミナー（1回目）が

９月９日に開かれまして、例会でその報告を致しま

した。来年度からいよいよ｢未来の夢計画｣が実行に

移されます。それに乗り遅れないようにセミナーに

参加していきたいと思っています。この間もお話し

しました通り、｢クラブの覚書｣を提出しなければ補

助金付の財団の活動は何もできません。まずは覚書

書にサインをすることが一番ではないかと思ってお

ります。 

 また、財団寄付はポール･ハリス･フェロー、又は

マルチプル･ポール･ハリス･フェローになって頂け

るように、寄付のお願いもしております。現在、

フェローは26名、会員の37％がフェローということ

になります。どうか財団活動にご理解を頂いて盛り

上げて頂きたいと思います。 

 

那須ガバナー補佐 総評 

 今日はクラブ協議会へお招き

いただきありがとうございまし

た。まず、８月のガバナーの公

式訪問の際には皆様にお力添え

をいただき、無事終了すること

ができました。心からお礼を申

し上げます。 

 協議会の総評と申しましても、熊本第６グループ

の中心クラブでございます人吉クラブさんの活動内

容には、ただただ感服するばかりでございます。 

 今後、各クラブを回りながら参考にしていきたい

と思います。 

 こちらに地区会員増強拡大委員会の中川委員長が

いらっしゃいますが、会員増強についてガバナーも

一生懸命でございます。そして、今月27日にセミ

ナーがございますＲ財団、米山記念奨学会について

も力を入れておられます。どうぞ宜しくお力添えい

ただきますようお願い申し上げます。 

 お願いばかりでございましたが、以上で総評とさ

せていただきます。 

 

           閉 会 


