
   
     山賀勝彦会長 
 

 立冬も過ぎますと、朝夕

の寒さも本格的となり、夕

食には熱い鍋物が恋しくな

ります。 

 今週も人吉ＲＣ会員にと

りまして、嬉しい週となりました。もう皆さ

んも新聞紙上でご存知の通り、「秋の叙勲」

の受章者の発表で、片岡パスト会長が長年に

亘り民事や家事の調停を務められ、各種紛争

解決に尽力された功労が認められて、『瑞宝

双光章』に輝かれました。来週皇居に於いて

授与式があるそうです。人吉ＲＣを代表しま

して心よりお祝い申し上げます。 

 さて、本日は人吉中央ロータリ―クラブよ

り赤山ガバナーエレクトと岡本次年度地区幹

事が来訪されていますが、現在は赤山年度の

地区大会開催に向けて実行委員会を立ち上げ

られまして、準備が着々と進められていま
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す。同じ第６グループの仲間として、私ども 

人吉ＲＣも出来るだけのお手伝いが出来たらと

思っています。後ほどご挨拶を賜りたいと思い

ます。 

 地区大会と云えば、岡村年度の地区大会のお

知らせが、今月号のガバナー月信に掲載されて

いました。期日は３月８日（金）～９日（土）

で、会場がイイチコ総合文化センターと大分オ

アシスタワーホテルです。宿泊の準備の方も、

前回同様ダイワロイネットホテルに仮予約を入 

れました。 

 さて、昨年の地区大会では本田ガバナーよ

り、熊本県と大分県とでクラブ間交流を図って

はどうかとの突然の提案がありましたが、当時

の中島ガバナー補佐が反対していただき、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、多良木ロー

タリークラブが、今月17日.18日に湯布院ロー

タリークラブを一泊訪問し、親睦を図ると云う

ニュースが入ってまいりました。 

 岡村ガバナーも是非クラブ間の親睦を図って

ほしいとの事です。もし、今回交流を図るとし

たら、どこのクラブと図ればよいだろうかと考

えています。今のところ大分中央ＲＣとの交流

は如何だろうかと考えています。ここには当ク

ラブ地区リーダーの中川さんと親交がある赤川

会長がいらっしゃって、昨年もお世話になって

います。次回の理事会に諮りたいと思います。 

地区大会の本格的なご案内は、年明けにお知ら

せ致します。 

 さて、先週の例会の時に、次々年度の会長推

薦状が提出された事は、みなさんにお知らせし

ました。そして、人吉ＲＣ細則第１条、第１節

に基づきまして、指名委員会を立ち上げて進め

る事を承認していただきましたが、推薦状によ

る指名は過去に例のない事例である為に、指名

委員会にパスト会長の皆さんになっていただく
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方法を、執らせて戴きたいと思いまして、急遽

本日の例会後にパスト会長会を開催させて戴く

事をお知らせしまして、本日の会長の時間を終

わります。 

 

 
 
   浅野 強 幹事 
 

【第７回臨時理事会の承認事項】  

１号議案 万江真一郎氏入会承認、会員による 

     選挙ハガキ送付を行う  

【連絡事項】 

１．人吉教育長より第59回人吉球磨総合美展の 

  お礼[掲示板]   

２．青井阿蘇神社奉賛会より、おくんち祭のお 

  礼[掲示板]     

３. 言霊（ことだま集）の購入要請[回覧中]  

【回覧】 

 玉名ＲＣ週報、人吉総合病院広報誌｢翔｣ 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板]  

 八代東ＲＣ 
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  米山功労者表彰   

     
            
  感謝状の贈呈      
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【2720地区報告】   

          赤山武興ガバナーエレクト 
 

 まず、直近の地区の行事等

の報告からします。 

 10月23日第1回次期ガバナー

補佐会の研修会開催、12グ

ループ全員決定揃いました。 

10月27日、財団管理セミナー

開催。 

 11月の行事は、３～４日秋田県2540地区大

会へ出席、10日現、次期ガバナー補佐研修

会、９，15，19，20日人吉・多良木・芦北・

水俣各ＲＣ挨拶。17日地区卓球大会、25～30

日（６日間）東京で開催されるガバナーエレ

クト研修会、ロータリー研究会、ロータリー

財団地域セミナー、米山奨学合同セミナーに

出席します。11月は計19日間、ロータリー関

係に出席します。  

 さて、10月27日財団管理セミナーで挨拶し

た内容の要点だけをここでお話しします。 

 2013～2014年の赤山ガバナー年度は、世界

的に特別な年度で、それは最も記念すべき

「未来の夢計画」の実施年度のスタートであ

ります。「世界で良いことをしよう」という

標語のもと、新しい補助金システムに変わ

り、手続きを簡素化し、使いやすく、新地区

補助金とグローバル補助金の２種類にし、

ロータリーの奉仕の精神を生かす、夢あるシ

ステムであります。 

 そして、奉仕を通じ、元気あるクラブへの

活性化、公共のイメージもアップし、引いて

は会員増強にもつながることになります。   

 27日に財団管理セミナーが開催されまし

た。このセミナーは、参加認定を受ける条件

になっていて、大変重要なセミナーでありま

した。木下ロータリー財団地域コーディネー

タ補佐、小山財団委員長、木村補助金委員

長、前田未来の夢計画推進委員長の方々はよ

く勉強されていますので、この講師の方々か

ら、未来の夢計画の補助金システムをよく勉

強していただきたいと願っております。 

 そして、その次の段階は、クラブが「社会

奉仕」「国際奉仕」などの奉仕にどれだけこ

れを使い奉仕に応用できるかが、重要なポイ

ントになると思いますので、今後財団セミ

ナーは、は財団関係だけでなく、ガバナー補

佐、会長、特に地区およびクラブの奉仕プロ

ジェクト委員の皆さんにも、是非出席いただ

き学習していただきたいと思っています。 

 2010年度にスタートしたＲＩ戦略（長期）

計画は、2013年度も続けて実行していきま

す。「地域の人々の生活を改善したいという

情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる、献

本日の出席率 

会  員  数   66名   74.60% 

出 席 免 除 3名 10/26例会出席率  81.25％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 7名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 92.19％ 

＊届け出欠席  

 小林清・岩本泰・中川・本田・中村・北・木村・板井 

 鳥越・大賀・戸高・尾上・高山・渕田・塚本・岩本光 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

人吉ＲＡＣ例会；安達･武末･立山･中島･平田･本田 

宇土ＲＣ例会；中川 



身的な人々の世界的ネットワーク」である。 

 そして、「１．強力なクラブ、２．効果的な

奉仕 ３．認知されるロータリーブランド」と

いう３つの基本要素の推進に焦点を当てていま 

す。 

 その実現にどうしても地区ガバナー事務所の

固定化が必須条件でした。長期的に継続性を保

つ必要があるからです。やっと９月からそれが

実現することになり、本格的には、次年度から

でありますが、わが地区にとって革命的なス

タートです。これで、この複雑で、多岐にわた

る仕事の膨大になった組織の中で、どんな僻地

からでも、ガバナーが誕生できます。 

 さて、赤山ガバナー年度は、地区研修セミ

ナー、ＰＥＴＳ、地区協議会、地区大会等、約

2,000名以上のロータリアンが、人吉市を訪れ

ます。地域にお世話になっている我々第６グ

ループのロータリークラブが経済活性化など、

最大の地域奉仕をする機会であり、また公共イ

メージのアップを図り、会員増強し、各クラブ

の活性化は図るチャンスでもあります。 

 このプロジェクトの成功ができるかどうか

は、第６グループのロータリアンのご支援ご協

力にかかっています。現在ガバナー補佐、幹

事、副幹事などで構成する準備会を６回開催、

地区大会実行委員会の第１回スタート開催をし

たところです。 

 いよいよ本格的に始動する時期がきましたの

で、第６グループのクラブの皆様にご支援、ご

協力のお願いに幹事とともに訪問いたしまし

た。どうか赤山年度へのご協力ご支援のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 

          岡本光雄次年度地区幹事 

 皆様こんにちは。次年度地区

幹事の岡本でございます。次年

度の会議等は別紙のとおりで

す。２月の地区チーム研修セミ

ナーと、３月のＰＥＴＳまでは

副幹事さんたちで実施できると思いますが、４

月21日の地区協議会は、第６グループ全体で応

援をいただく必要があろうかと思います。まだ

詳細が決まっておりませんが決まり次第、副幹

事の延岡さんを通じで依頼をいたしますので、

その時はよろしくお願いいたします。また、2014

年の地区大会は、２日開催か１日開催か検討中

です。 

 私は不勉強で、何かと御迷惑をおかけするか

と思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友１１月号紹介 
   
    紹介者 石蔵尚之会員 

 今月号はロータリー財団月間

の特集記事が目を引きますが、

浅学のため先輩方にお譲りさせ

ていただくとしまして、縦書き

２ページからの記念講演を取り

上げます。静岡文化芸術大学学長の熊倉功夫氏

のこの講演要旨の中に「月」に関する話題が目に

留まりました。 

 まず、余談となりますが、月にも色々あり、「に

くづき」は肉、「ふなづき」は舟、「つきへん」

は三日月の形が元になっているという話です。

腹、豚などの月は肉、主人に従って舟を漕ぐ服従

の服は舟、朝や期の月は時を表し、もとはその漢

字も異なっており、にくづきは２本線が左右に

通じ、ふなづきは点々、つきへんは右側が開いて

いました。そうした使い分けをしてきたのが日

本人です。記事の中に「和歌の世界で、太陽を

詠った和歌はほとんどありません。日本人は月

を詠ってきました」とあります。その月も、意外

と満月をうたった和歌は少なく、残月とか新月

のそれがよほど詩情をそそるのでしょう。日本

的な情感だと思うところです。 

 しかも、熊倉氏は時代が下るに従って月の和

赤山ガバナーエレクト・ガバナー主催の会議等の予定・・・委員会を除きます  

 日 程 場 所 主催 
出 席 

予定数 
対 象 

地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰ・

兼Ｇ補佐研修会 
H13.2/23(土) 鍋屋本館 赤山ＧＥ 50 

次年度G補佐 

地区委員会委員長及び委員 

会長エレクト研修 

セミナー(PETS) 
〃3/16(土)～3/17(日) ホテルサン人吉 赤山ＧＥ 100 

次年度G補佐・地区研修ﾘｰﾀﾞｰ 

次期ｸﾗﾌﾞ会長 

地区協議会 〃4/21(日) 
人吉カルチャー 

・スポーツパレス 
赤山ＧＥ 800 

次年度G補佐・地区委員長 

次期ｸﾗﾌﾞ会長・クラブ委員長 

クラブ公式訪問 H13.７月～H14.６月 ２～５クラブ合同 赤山ＧＥ 75ｸﾗﾌﾞ クラブ会員全員 

地区大会 H14.3/15(土)～3/16(日) 
人吉カルチャー 

・スポーツパレス 
赤山ＧＥ 2700 地区全会員 



歌が増え、日本らしさというものはだんだんに

作られてきたと話されています。その日本らし

さを「月の文化」と呼び、周囲の光を受けて輝き、

しかも見え隠れする月がいいという美意識に根

付いていると指摘されていますが、日本的な

リーダー論に重ね合わせられた視点は新鮮に感

じました。強力なリーダーシップが求められて

いる時代ですが、トップは「空」がいいという驚

きです。 

 「真ん中の人が、何を考えているかわからない

けど、みんなが考えてぶつかって衝突して議論

して、結果として会社がうまくいっているとい

う、こういう構造ですね」。 

 ここで話は変わりますが、とある地方紙の記

事を思い出しましたので紹介します。 

 ガバナーを務められた鳥取市の産科医院長、

村江正名（まさかた）さんの発言集の中に「日本

という国家とは」という項目があります。抜粋す

ると。 

「日本という国家はかつて経済的発展を遂げて

金持ちであったが、文化をつくりだそうという

努力をあまりしなかった。後世、このような批判

を受けるとしたら、現在の世代の私たちは何を

したことになるだろうか」と問いかけられまし

た。そして「子孫に残すことができたものとして

何を誇るのだろうか。確かに物質文明を発展さ

せることはできた。しかし民族に固有の文化を

つくり、どれだけこれを向上させたかとなると、

何となく下を向きたくなる」と反省もされてい

ます。村江氏は現状が「集団をなした豚の幸福」

と言います。「絶望もなければ、孤独の楽しみも

ない。わいわいがやがや、食い散らしながらわれ

勝手に動いている姿を想像すると、寂しくなっ

て、改めてこれでよいのだろうかと思う」。 

 本誌に戻りますが、真ん中の月を輝かせる皆

の光の強さ、つまりひとりひとりが自ら考え、議

論し、行動しているのかということを考えさせ

られる記事だと思います。 

 感想ばかりでロータリーの友の紹介になって

いないかもしれませんが、これで終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    片岡忠雄委員 

・赤山武興ガバナーエレクト 赤山ガバナー年 

 度の御支援御協力よろしくお願い申し上げま 

 す。                 

・岡本光雄次年度地区幹事 片岡啓一様の叙勲 

 おめでとうございます。        

・延岡会員 赤山ガバナーエレクト、岡本次年 

 度地区幹事、お忙しい中ようこそおいで下さ 

 いました。年が明けると主催事業が本格的に 

 始まります。副幹事として足をひっぱらない 

 ようにがんばります。宜しくお願いします。 

                    

・安達会員 娘の天音美広（ｱﾏﾈﾐﾋﾛ)が、人吉 

 産業祭の日曜日、午後1時より30分程ライブ 

 を行います。お時間のある方はお出かけ下さ 

 い。                 

・宮山会員 片岡啓一さん、瑞宝双光章、受章 

 おめでとうございます。        

・山田会員 片岡パスト会長の瑞宝双光章の叙 

 勲おめでとうございます。       

・井手会員 片岡パスト会長、永年の社会奉仕 

 によります叙勲受章おめでとうございます。 

                    

・赤池会員 片岡啓一さん秋の叙勲受章おめで 

 とうございます。           

・釜田会員 赤山ガバナーエレクト、岡本次年 

 度地区幹事ようこそお出で下さいました。 

                    

・立山会員 石蔵さんロータリーの友の発表あ 

 りがとうございました。中島さん米山功労者 

 受賞おめでとうございます。片岡さん叙勲受 

 章おめでとうございます。       

・堤正博会員 ①我社の｢恋しそう｣がアメリ 

 カ･サクラメントで入場者の投票で１位にな 

 り、表彰を受けたことが人吉新聞に載りまし 

 たのでスマイルします。②片岡啓一会員叙勲 

 おめでとうございます。心からお祝い申し上 

 げます。③尾方芳樹会員の国税局長表彰おめ 

 でとうございます。          

・有村会員 赤山ガバナーエレクト、岡本次年 

 度地区幹事の来訪を歓迎します。    

・石蔵会員 片岡啓一さん叙勲おめでとうござ 

 います。               

【米山記念奨学委員会】 

・片岡啓一会員 このたびの受章について皆様 

  に祝福していただき感謝しております。あり 

  がとうございます。                  

・中島会員 20年以上かかって米山功労賞をい 

 ただきました。世話クラブになったお陰で 

 す。片岡会員の受章おめでとうございます。 

                    

【Ｒ財団委員会】     和田栄司委員長 

・大久保会員 片岡パスト会長、秋の叙勲受章 

  おめでとうございます。              

   

 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

 

 


