
   
     山賀勝彦会長 
 

  みなさん、こんにちは。 

先週の例会が休会だったのに

何か随分長く休んだように感

じます。明日からもう１２

月、いよいよ師走となります

が、今年の日本は１１月から

師走となったように、先生方

が走り回っているようです。 

 今月当初はアメリカと中国でトップが決ま

りましたが、肝心のわが国では突如として、

衆議院が解散され、大小１２ほどの政党が乱

立し、それが日替わりで離合集散し、なかに

は一週間で３つの政党を変わるような元議員

もいて、何か自分の保身の為としか考えられ

ないような醜い選挙戦となっています。 

 さて、この二週間のクラブの動向を少しだ

けご報告します。 

 １７日（土）は、米山記念奨学会のセミ

ナーが熊本市で開催され、中島学友副委員長

と私が出席しました。 

 ２１日（水）は、ローターアクト例会があ

り、チェン君も初めてアクトの例会に参加し

てくれて、パワーポイントを使って自己紹介 
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をしてくれました。アクトのメンバーから幾つ

かの質問もあり、楽しいひと時でした。これは

２８日の人吉新聞に掲載されています。 

 ２７日（火）は、Ｒ情報委員会による『新会

員の為の情報集会』が開催されました。５年未

満の会員の中から６名の会員の出席あり、勉強

会が２時間３０分にも及ぶ集会でした。その中

の主なものだけを紹介させて頂きます。 

 片岡情報委員より全員に資料が配布され、パ

スト会長と新入会員から事前に集計したアン

ケートに従って読み合わせがあり、夫々に対

し、意見を求め検討がなされました。 

 まず、パスト会長さん方から新入会員さん方

にやってほしい事の要望として、 

①ロータリー行事への積極的な参加を望む。 

②事業が忙しいのは分かるが、もう少し例会出

席率を上げるように努力がほしい。メーク

アップにも是非取り組んでほしい。 

③３年未満の会員のロータリー行事（年次大会

や家庭集会）への義務化・・・後見人などの

先輩会員が声かけをする事。 

④ロータリーの友を読む習慣を身につけてほし

い。 

⑤服装・身だしなみ（ロータリアンらしい服

装）・バッチの着用。 

⑥例会場に入る時は、一礼して入場する。 

⑦会員間のコミュニケーションが少ない。まず

は挨拶から。 

 次にやってほしくない事として 

①無断欠席。 

②もう少しロータリーを知る努力が必要。 

③分からない事はどんどん聞いてほしい。 

 三番目に、あなたが新入会員だった時と今は

どう違いますか 

①行事等には先輩会員に付いて行ったが、現在

の新入会員の参加が少ない（後見人のフォ

ローが足りないのでは） 

②入会時は、ある種の緊張感と期待感を持って

１１月ロータリー財団月間 
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出席していたような気がする。ロータリーが生

活の一部となり、例会に出席しないと寂しい感

がある。 

③服装が違ってきている（仕事着やノーネクタ 

 イ） 

④ベテラン会員との年齢の差が少なかったよう  

 な気がします。現在は若手の会員とベテラン 

 会員との間にへだたりが有るような気がしま 

 す。 

 四番目として、現在のロータリークラブに望

むことなど、他に意見があれば   

①ロータリー行事には若手・先輩両方とも積極 

 的に参加してほしい。 

②例会時の私語は慎むようにお互いに心がけた 

 い。特に外部卓話の場合は、失礼にならない 

 ように、何か方策を考慮する必要があるので 

 はないか。 

③ロータリー細則を厳守してほしい。 

④伝統を守ること。新入会員には「飲み会」の 

 機会を出来るだけ作って下さい。 

⑤熊本県で二番目のクラブとしての誇りを持 

 ち、メークアップを経験して自クラブを評価 

 してほしい。 

⑥「四つのテスト」の照らし合わせが衰退して 

 いるようだ。ロータリーソングの後で唱和し 

 てはどうか。 

⑦月に一度ロータリー情報を伝える。 

 以上、パスト会長さん方からのご意見でし

た。多くの貴重なご意見が出されましたが、こ

れは何も新入会員の方々だけへの意見ではな

く、私たちロータリアンが忘れた事柄を気付か

せてくれる意見だったと思います。 

 時間の都合上、本日は全部を照会できません

でしたが、新入会員の皆さんからのご意見は、

次の機会にでも発表させて戴きます。 

 さて、最後に今週も我がクラブの馬場会員

が、「家業の傍らの音楽活動」と云う事で、地

域の文化振興に貢献した事に対して、熊本市の

財団法人が顕彰する『信友社賞』を受賞されま 

した。心よりお喜び申し上げます。この受賞に

対しまして、ご本人より寄付の申し出がありま

すが、本日は八代市での演奏会の為にお休みで

すので、次週にいたします。 

 次回１２月７日は、人吉ロータリークラブ

『年次総会』となっています。例会欠席が無い

ようにお願い致します。本日の会長の時間はこ

れで終了させていただきます。 
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【連絡事項】 

１．南相馬ＲＣより震災復興支援のお礼状 

  [掲示板]   

２．ＲＩ会員増強・維持委員会よりＳＡＫＵ 

  ＪＩ作戦推進の案内[山賀会長経由 尾方 

    会員増強委員長へ]  

  サクセスジャパン作戦；日本における会 

  員増強達成のために行う活動   

３．会員増強2720プロジェクト第２回セミ 

  ナー案内：12月1日（土）熊本市にて13時 

  より(人吉ＲＣより８名出席）  

４.次週12月７日は年次総会を開催します。 

【回覧】 

 多良木ＲＣ 宇土ＲＣ週報 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板] 

 八代東ＲＣ 熊本西ＲＣ 宇土ＲＣ  

 

    

   鳥越博治副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区より】  2720地区会員増強拡大委員会 

              中川貴夫委員長 

 明日、第２回会員増強セミナーを熊本市で

開催します。お蔭様で人吉ロータリークラブ

から７名の参加ありがとうございます。ご協

力を宜しくお願い致します。 

 地区75クラブではＩＭ行事と重なっている

クラブもあり、それでも61クラブの出席、参

加人数100名弱で行います。長崎より講師を呼

んでおり、明日が終了しましたらまた次へス

テップアップしたいと思います。皆様のご協

力ありがたく思います。 

本日の出席率 

会  員  数   66名   82.54% 

出 席 免 除 3名 11/16例会出席率  82.54％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 2名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 85.71％ 

11/9例会出席率  74.60％ 

補  填  数 8名 

修 正 出 席 率 87.30％ 

＊メークアップ  

地区研修セミナー；中川 

米山記念奨学委員会意見交換会； 

       中島・山賀 

人吉RAC例会；安達･武末･山賀 

       平田･渡辺 

＊届け出欠席  

 堤正・鳥井・木村・岩本光・立山・馬場・延岡・村山 

 高山・平田・尾方 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

地区研修リーダーセミナー；中川   人吉RAC例会；中島 



 また、会員増強のための｢ＳＡＫＵＪＩ｣作戦

についてでありますが、これについては会員組

織増強委員長の方から説明があると思います。 

 全国の全ロータリアンが遠くにいる友人、知

人、親戚でロータリーに相応しい方々を互いに

推薦し合い推薦状を交換するというものです。 

ぜひ宜しくお願い致します。以上です。 

 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

 11月21日水曜日にチェン君とアクト会員との

交流会が行われました。その様子を人吉新聞に

掲載して戴き、石蔵会員有難うございました。 

 その後、チェン君とすぐ近くの少林寺拳法の

道場に行き、武道体験もし、帰りにはおおが温

泉にて入浴体験もありの有意義な交流が出来ま

した。12月例会は第１例会を14日の人吉ロータ

リークラブ忘年会参加とし、第２例会は19日水

曜日午後７時30分から総合病院体育館をお借り

して高齢者疑似体験例会を予定しているようで

す。再度ご案内致します。 

 

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

 親睦委員会から忘年会案内とゴルフ愛好会に

ついてご連絡です。 

 既にＦＡＸご案内をしておりますが、12月14

日の例会は時間を夜に変更致しまして忘年会例

会を開催致します。場所はあゆの里、時間は18

時30分から例会、終了後忘年会となります。ご

夫婦での参加としております。また、新年会で

恒例となっておりましたオークションですが、

今年度の新年会は韓国姉妹クラブとの調印式を

予定されておりますので、忘年会で行うことに

致しました。会員皆様にオークション用の商品

を提出頂くことになりますので御協力を宜しく

お願い申し上げます。 

 ゴルフ愛好会の12月ゴルフですが、第２日曜

日が会員の御祝事と重なっておりますので日程

を検討中です。決まり次第ご案内を致しますの

でしばらくお待ち下さい。以上です。 

 

 

【米山記念奨学委員会】  

 

      外 部 卓 話 

 

＜講師紹介＞        片岡啓一委員長  

 米山奨学生には必ずその大学の教授に一人、

指導教授というお世話を頂く先生が決まってお

ります。今年の場合はチェン君の指導教授とし

て崇城大学情報学部情報学科の博士号をとって

いらっしゃいます西村教授が指導教授でござい

ます。本日はお忙しい中、先生に人吉まで来て

頂き、これまでの経験やベトナムの事情などに

ついて卓話を頂きます。最後まで宜しくお願い

致します。 

    

      

 

    

               

 

 1949年(S24) ハノイ生まれ 

 1968年(S43) 日本へ留学 

 1970年(S45) 熊本大学工学部入学 

 1974年(S49) 三菱電機入社  

    熊本大学工学部大学院入学 

         …米山記念奨学金を受ける 
 

 ベトナム戦争によ

り、家族の消息が不

明となるが、６年後

お姉さんが、ボート

ピープルとなりタイ

に脱出し、その後ア

メリカへ亡命する。 

姉のアメリカ亡命後

連絡が付き、家族全員アメリカで生活。 

1981年(S56)結婚後、日本へ帰化する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 西村先生にはチェン君の大先輩として、ロー

タリー米山奨学生の活動紹介をはじめ、日本で

の大学生活から就職のお話。また、代表をな

さっておられる熊本日越協会の活動について

（ベトナムの子供たち訪問・支援）。大学の研

究についてなど、お忙しい中、貴重なお話しを

ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】  岩井和彦委員 

・尾上会員 先日のロータリー新人情報集会あ 

 りがとうございました。品格あるロータリア 

 ンを目標に言い訳することなく頑張ります。 

 今後共お願い致します。        

 

【Ｒ財団委員会】     

・伊久美会員 西村教授のご来訪を歓迎致しま 

 す。ベトナムの教育事情の卓話、興味深く聞 

 かせていただきました。       

 

【米山記念奨学委員会】 

・宮原会員 ○西村先生・チェン君の来訪を歓 

 迎します。○片岡会員、尾方会員、馬場会員 

 の各受賞おめでとうございます。    

・山賀会長 西村先生、本日はお忙しい中人吉 

 ロータリークラブへようこそお出で下さいま 

 した。チェン君は片岡カウンセラー以下、ク 

 ラブ会員全員でお世話したいと存じます。ご 

 安心ください。            

  崇城大学   

  西村 強 教授 



・片岡啓一会員 西村先生、ようこそ人吉ロー 

 タリークラブへありがとうございます。 

                    

・浦田会員 人吉ＲＣ初の米山記念奨学生のス 

 ポンサークラブとなり、ブ･ゴク･チェン君を 

 知ることが出来、国際交流の輪が広がること 

 を念じ、片岡カウンセラーの御活躍と御苦労 

 に敬意を表して!!          

・中島会員 チェン君の西村先生ようこそお出 

 で下さいました。初めて世話クラブになりま 

 した。記念すべきお二人です。今後とも宜し 

 くお願いします。           

・中川会員 ようこそ西村先生人吉にお越し戴 

 きました。これからもよろしくお願い致しま 

 す。又、明日12月1日は人吉クラブの会員様 

 の協力を戴き、第２回会員増強セミナーを開 

 催致します。ありがとうございます。 

 

【米山記念奨学委員会】     

 山賀会長より11月の米山記念奨学金授与と
チェン君より近況報告がありました。             
            ブ・ゴク・チェン君      
 皆さんこんにちは。久しぶりではないです
ね。今月は３回も人吉に来ました。ローターア
クトに参加して楽しかったです。 
 今日の先生の話の中では、結構知らないこと
もありました。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 ◇会員のお慶び紹介  馬場貞至会員 

 

 

 

 

 

 

熊本日日新聞 11月18日（金）掲載 

 

    
  
 同胞愛を賞名できる方法は、同胞に奉仕する

ことです。（ロータリアン誌 1921年2月号） 

 

『勇気づけられる言葉』 

私の知る限りでは、ロータリーには「できな

い」と「できる」との葛藤で、「できない」が

永遠の勝利を収めたことは一度もありません。

広大なビジョン、崇高な目的は必ず勝利を収め

ます。 

 励ましとは炎のようなものです。奉仕の薪を

くべなければ、まもなく消えてしまいます。 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ      Ｒ情報委員会 
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