
   
     山賀勝彦会長 
 

  今年もいよいよ最後の月となり、光陰矢の

如しの譬え通り、一年間があっという間に過

ぎていく感がします。ロータリー活動も皆様

のご協力のおかげをもちまして、何とか５ヶ

月が経過いたしました。あと半年精一杯頑張

りますので、今まで同様のご協力をお願い致

します。 

 本日は年次総会を開催致します。年次総会

は、会長ノミニー及び渡辺エレクトより次年

度役員・理事の選任手続きを致しますので、

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

  さて、12月１日（土）は、地区会員増強、

拡大委員会・中川貴夫委員長主催によって、

会員増強『2720プロジェクト』第２回セミ

ナーが熊本市で開催されました。中川委員長

のセミナーと云う事で、人吉から伊久美増強

副委員長・浅野幹事・渡辺エレクト・井手副

幹事・葉山会員・塚本会員と私の総勢７名で

参加してまいりました。 

  2720プロジェクトとは、岡村ガバナーが本

年度の会員増強の目標は、地区ナンバーと同

じ2720人を掲げられています。 

 そこで、各クラブの会員数の12％UPの291人

増員が目標で、各クラブへノルマが掛けられ

チャレンジしてほしいと訴えられています。

その為に中川委員長は、東奔西走されて人吉
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にいる暇がないほどの頑張りようで、私は地元

クラブの成績が芳しくない事で胸の痛む思いで

す。 

 セミナーは以下の内容で３時間みっちりとあ

りました。 

① 中川委員長の点鍾 

② 井手会員がソングリーダーとなり「奉仕の 

  理想」を斉唱 

③ 佐藤豊増強委員長[第2740地区長崎琴海RC]  

  の基調講演 

④ その後、８つのテーブルに分かれワーク 

  ショップ・討論会及び内容発表があり、 

⑤ 講評 

⑥ 点鍾 

  内容は、別の機会に発表があると思います

が、日本のロータリークラブ全体の会員の減少

が深刻で、過去16年間で41,643名が何らかの原

因で退会されているそうです。 

 そこで、日本における会員増強達成の為に、

今回初めて教えてもらった事ですが、サクセス 

ジャパン・作戦（SAKUJI作戦）と銘うって、日

本中の会員が、日本にいる信頼できるロータリ

アンに相応しい友人、知人、親戚を専用申請用

紙に記入申請すると、地区で取りまとめて被推

薦者の地区に送付されて、その地区の増強委員

長からクラブ会長あてに送られ、会長は推薦状

と紹介状を元に、本人と面談の上に、会員選考

など通常の手続きをとる。と云う新しい方法が

出来ました。 

 次に、１月の韓国慶山ＲＣとの姉妹クラブ締

結の件ですが、12月５日にようやく訪問詳細の

メールが届きました。浅野幹事より報告あると

思いますが、今回の訪問は、当初の計画とかけ

離れたものなので、理事会や有村国際奉仕委員

長の皆さんに、当日のスケジュールを練り直し

をして戴きたいと思います。 

 本日は年次総会の為に、会長の時間を終了さ

せていただきます。 
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【第９回理事会の承認事項】 

１号議案 上田一精氏会員選挙結果報告 

     返信５３枚 理事承認の件  

２号議案 万江真一郎氏会員選挙結果報告  

     返信５１枚 理事承認の件 

３号議案 ロータリー情報委員会５年未満会員 

     研修のメークアップ取扱の件 

４号議案 人吉新聞社[年賀広告]掲載の件 

     例年通り31,500円 

【連絡事項】 

１．平成25年人吉市新年名刺交換会の案内 

  申し込み用紙各テーブルに配布してありま 

  す。締切日が12月17日となっています。 

２．米山記念奨学寄付金10月迄の状況が届いて 

  います。[片岡委員長へ]   

３．第４回人吉市歳末助け合い演芸会実行委員 

  会開催案内。[本田委員長へ]   

【回覧】 

 ・人吉中央ＲＣ会報   

 ・人吉総合病院広報誌「翔」   

 ・くまもと被害者支援センター機関紙 

【例会の変更及び取り止め】 

 芦北ＲＣ  八代東ＲＣ 

 熊本南ＲＣ 熊本江南ＲＣ  

 ［出席の方は事務局で確認して下さい］   
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  ≪ 寄付の申し出 ≫  

 

 馬場貞至会員より、「信友社賞」受賞を記念

して、Ｒ財団、米山記念奨学会へご寄付があり

ました。 

     

    

 

 

 

 

 

 

【地区より】  2720地区会員増強拡大委員会 

              中川貴夫委員長 

 12月１日の第２回地区会員増強セミナーに

は人吉クラブより７名の参加協力を戴き大変

ありがとうございました。 

 先ほど会長のお話しにございましたが、各

クラブの会員増強目標が会員数の10％から

12％に上がりました。本日皆様に配られてお

りますガバナー月信12月号には10月現在の純

増数が53名となっていますが、クラブが一生

懸命頑張って同じ方向に向かっていけばと

思っております。要するに元気のあるクラブ

になって欲しいという願いを込めて目標が設

定されているのだと思います。 

 幹事さんの報告にございましたように人吉

クラブでも会員推薦が上がり、承認されてい

ます。大変ありがたく思っております。これ

からも一生懸命頑張りますので皆様のご協力

を宜しくお願い申し上げます。 

 

【親睦委員会】        漆野智康委員長 

本日の出席率 

会  員  数   66名   80.95% 

出 席 免 除 3名  

  11/23  例会取り止め 

  欠 席 者 数 12名 

出 席 者 数 51名 

＊届け出欠席  

渕田・片岡忠・尾方・有村・本田・青木・大賀・石蔵・板井 

岩本光・外山・和田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

１２月の誕生祝い１２月の誕生祝い

１２月の結婚祝い１２月の結婚祝い  

  

  

瑤   

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 戸高克彦 ８５ １４ ７１ 

準優勝 岩本光義 １０８ ３３ ７５ 

３位 浅野 強 ８７ １１ ７６ 

４位 伊久美寛志 １０７ ３０ ７７ 

５位 大久保勝人 １００ ２３ ７７ 



 

 

 

 

 

                        議長；山賀勝彦会長 

 ただ今より、２０１２～２０１３年度年次総

会を開催致します。人吉ＲＣ細則第３条第１節

の通り、私が議長となり会を進めさせていただ

きます。 

 定足数の報告をいたします。細則第４条第３

節に会員総数の３分の１をもって本クラブの年

次総会の定足数とする。とあります。現会員数

６６名、本日の出席者数は５１名ですので、本

日の総会は規定通り成立いたします。 

 本日の議案は、第１号議案として、『会長ノ

ミニー選挙の件』、第２号議案として『理事役

員指名の件』の二つの議案を上程させていただ

きます。審議の程宜しくお願い申し上げます。 

 それでは第１号議案の会長ノミニー選挙の件

です。１１月１６日の例会に於いて、指名委員

会の伊久美寛志委員長からのご報告の通り、鳥

井正徳会員を指名して戴きました。 

 それでは鳥井正徳会員を人吉ロータリークラ

ブ会長ノミニー、即ち次々年度会長に決定する

事を皆様より承認いただきたいと思います。 

 

   ・・・・全員拍手で承認・・・・ 

                  議長 

 ご承認ありがとうございました。 

 それでは鳥井正徳会長ノミニーに受諾の挨拶

と、次々年度幹事の指名・発表をお願い致しま

す。 

       鳥井正徳会長ノミニー        

 何と言いましょうか、図らず

も次々年度の会長ということに

なりました鳥井正徳でございま

す。色々とたくさん考えること

もありましたが、土俵際に追い

詰められて盛り返すことが出来ませんでした。

しかし、お引き受けした以上、人吉ロータリー

クラブの発展のために、微力ながら頑張りま

す。これも皆様方のご協力があってのことだと

思っております。 

 なお、幹事は有馬宏昭会員にお願いしまし

た。私以上に経験豊富でございますので、２人

３脚で一生懸命やりたいと思っております。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

 

           有馬宏昭次々年度幹事  

 鳥井会員から指名を頂きまし

た有馬でございます。伝統と歴

史ある人吉ロータリークラブの

幹事が務まるだろうかと２～３

日考えさせて頂き、家族会を開

きまして承認してもらいまし

た。やるからには気合いを入れてやっていきた

いと思います。一年半ありますのでしっかり勉

強し、不慣れではございますがしっかり務めて

いきたいと思っています。 

 皆様のご指導ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお願

い致します。     

       

                   議長 

 ご挨拶をありがとうございました。 

 それでは第２号議案、次年度役員理事の指名

につきましては、本クラブの慣例によりまして

次期会長（会長エレクト）に指名発表して戴き

ます。渡辺洋文会長エレクト、発表をお願いし

ます。     

            渡辺洋文会長エレクト 

 早いものでもうこんな時期になってしまいま

した。鳥井会員有馬会員、次々年度もあっとい

う間にやってきます。覚悟しておいて下さい。  

 それでは2013～2014年度の役員・理事の発表

を致します。 

 

    2013-2014年度 理事・役員   

     会   長   渡辺洋文 

     副 会 長  鳥井正徳 

     幹    事  井手富浩   

     会   計  田中信也 

     直前会長   山賀勝彦 

会員組織増強委員長   塚本哲也 

  ｸﾗﾌﾞ広報委員長   馴田信治 

  職業奉仕委員長  岩井和彦 

ＢＢ 尾方芳樹 敢闘 堤 脩  

ﾆｱﾋﾟﾝ 
   日向③ 戸高克彦 肥後⑤岩本光義 

  日向⑦ 浅野 強  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
  肥後⑦ 浅野 強 伊久美寛志 

  日向⑤ 尾方芳樹  鳥井正徳 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
70歳以上 岩本泰典 49・44・93 

６9歳以下 戸高克彦  42・43・８5 

     

              2012－2013年度 

      年 次 総 会 

      ≪１２月ゴルフ案内≫ 

        球磨カントリー倶楽部 

 今月は平日の開催になります。皆様の参加をお

待ちしています。 



  社会奉仕委員長  立山 茂  

   新世代委員長  馬場貞至     

  国際奉仕委員長  中川貴夫 

 ロータリー財団委員長   延岡研一 

      理  事  伊久美寛志 

 

 以上の方々を指名致しますので、議長宜しく

お願い致します。     

                  議長 

 ただいま渡辺会長エレクトより指名発表をし

て頂きました。皆様の承認をお願い致します。 

 

     ・・・・全員拍手で承認・・・・ 

  2013～2014年度は、以上の理事・役員で運

営していきます。会員皆様のご協力を宜しくお

願い致します。                                     

                  議長 

 それでは次年度役員・理事がＳＡＡ委員長を

除いて決定致しました。次年度の活躍を祈念致

しまして2012～2013年度の年次総会を終了致し

ます。皆様のご協力ありがとうございました。 

          

【ニコニコ箱委員会】  

・渡辺会員 次年度役員・理事の承認ありがと 

 うございます。よろしくお願いします。 

                    

・井手会員 次年度役員ご承認ありがとうござ 

 いました。あと半年、気合いを入れて準備し 

 ます。                

・山賀会員 鳥井会長ノミニー、有馬副幹事の 

 誕生を心よりお祝い申し上げます。馬場会員 

 の受章をお祝い致します。       

・鳥井会員 この度、次々年度会長に指名され 

 ました。皆様のご御期待に沿うようがんばり 

 ます。よろしくお願いします。     

・堤脩会員 鳥井会長ノミニー、有馬副幹事、 

  御就任おめでとうございます。     

・馬場会員 信友社賞の副賞で賞金を頂きまし 

  たのでニコニコ致します。ありがとうござい 

 ました。               

・中川会員 鳥井先生、有馬会員、おめでとう 

 ございます。渡辺会長エレクト頑張りましょ 

 う。                 

・伊久美会員 馬場会員おめでとうございま 

 す。鳥井・有馬会員のコンビに万歳。    

・水野会員 馬場会員おめでとうございます。 

                    

・山田会員 馬場会員、信友社賞受賞おめでと 

 うございます。今後とも頑張ってください。 

 12月29日誕生日、皆様方から祝っていただき 

 ました。ありがとうございました。   

・延岡会員 遅くなりましたが、片岡社長秋の 

 叙勲おめでとうございました。     

・堤正博会員 ○鳥井次々年度会長、有馬次々 

 年度幹事おめでとうございます。○馬場会 

  員、受賞おめでとうございます。 

・戸高会員 久しぶりにゴルフに参加して、運 

 よく優勝できました。ありがとうございまし 

 た。 

・友永会員 結婚祝いありがとうございまし 

 た。                 

・葉山会員 ○結婚祝いありがとうございまし 

 た。当日は我家では何もなかったのですが、 

 ６名の皆さんでキャッスルでおいしい中華を 

 頂きました。ありがとうございました。                    

・ 〃  ○次々年度のコンビは元教育長と 

 元市Ｐ連会長で頑張って下さい。次年度理事 

 役員の皆さん頑張って下さい。 

・小林清市会員 誕生祝いありがとうございま 

 した。                

・浦田会員 誕生祝ありがとうございました。 

 

 

【Ｒ財団委員会】 

・伊久美会員 馬場会員おめでとうございま 

 す。鳥井・有馬会員のコンビに万歳。  

 

【米山記念奨学委員会】 

・中島会員 鳥井・有馬コンビに期待します。 

                    

・有馬会員 この度、理事会及び皆様のご承認 

 を得て次々年度の幹事として選任いただき光 

 栄に思っております。歴史と伝統のある人吉 

 ロータリークラブの名に恥じぬよう一年と半 

 年かけ学んでいく所存でございます。ご指導 

 ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 

                    

・浅野幹事 鳥井会長ノミニー、就任おめでと 

 うございます。渡辺副会長、あと半年です。 

 スタート準備大変ですが頑張ってください。 

                    

 
     

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

  


