
   
     山賀勝彦会長 
 
  師走の選挙も終わり、

渕田会員の長ーい髪が短

くなる事となり、今日は

楽しみにして例会場に来

ました。渕田会員おめで

とうございます、と云う

か、我々にとってはようやく見慣れたヘアー

スタイルが、見られなくなるのがチョット寂

しい気がします。（切れる髪がある人が羨ま

しい限りです。） 

  先週は奥様家族を交え、ローターアクトと

の合同忘年会は、親睦委員会のお世話で楽し

いオークションも開催されました。多くの

品々を提供いただきまして誠にありがとうご

ざいました。 

 本日は嬉しいお知らせがあります。待ちに

待った肥後銀行支店長の上田一精氏の入会式

が執り行われます。 

 今年も余すところ、あと１０日となりまし

た。１２月２８日の例会は、取り止めとな

り、本日が今年の最終例会となります。年が

明けましたらすぐに、韓国・慶山ロータリー

クラブとの第１３次調印式が待っています。

慶山の方々も先週の発表通り当初の計画の通
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り訪人される事となりました。私どもの１２年

～１３年度のメイン事業となっており、是が非

でも成功させねばなりません。現在国際奉仕委

員会が中心となって綿密な計画を練って戴いて

いるところです。会員の皆さん、ご婦人方もご

協力の程宜しくお願い致します。 

 この半年間、会員の皆様には大変お世話にな

りました。体調管理には充分留意されまして良

いお年をお迎え下さい。 

                

 

 

   

      浅野 強 幹事 

 

【連絡事項】 

１．クラブ管理運営セミナー会催案内の件 

  [渡辺会長エレクト兼クラブ運営委員長へ] 

２．ロータリー補助金ニュース[掲示板]  

３．岡村ガバナーより 国際ロータリー第2520  

 地区の｢仙台空港をバナーで埋め尽くし被災 

 者を見守る｣プロジェクトへの協力依頼の件 

 内容はバナーを１２月末までに送るのと趣旨 

 への同意を求められています。金銭の負担は 

 無いとのことです。[会場拍手で同意]  

４．ＲＩ国際大会最新情報[掲示板] 

５．国際大会参加要項と登録について 

  [後日コピーを配布] 

６．2014－2015年度ガバナーノミニー候補者の 

  推薦がなかったため1/25まで提出期限延長 

７．来週の例会は取り止め 

【回覧物】     

 熊本水前寺RC週報 ハイライトよねやま 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板]  

 水俣RC 宇土RC 熊本RC 熊本東RC 熊本北RC  

  熊本東南RC 熊本城東RC 熊本グリーンRC 

      

 １２月  家 族 月 間 

   

点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  北昌二郎副委員長 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   安達玄一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 



   丸尾 孜委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】    有村隆徳委員長 

 国際奉仕委員会からご連絡し

ます。本日例会後、１階の旧玄

関横の写真場にて調印式の協議

を行いますので、国際奉仕委員

会、親睦委員会、会長、幹事の

皆様はお集まり下さい。 

 

【親睦委員会】      有馬宏昭副委員長 

      １月ゴルフのご案内 

   日 時:１月１３日 (日) 

    ９時５２分スタート       

   場 所: 熊本クラウンゴルフ倶楽部 

 

 
  ≪ 寄付の申し出 ≫  

 

 大賀睦朗会員より、長男

結婚を記念して、Ｒ財団、

米山記念奨学会へご寄付が

ありました。 

 

 

 尾方芳樹会員より、亡母

会葬お礼として、Ｒ財団、

米山記念奨学委員会へご寄

付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 Paul Harris Fellow 

      

 認証状・認証ピンの贈呈 

             

   本田 節会員 

 

 

 

 

～ 入 会 式 ～ 
 

上田一精会員 

 

新会員紹介       推薦者 堤正博会員 

 11月より、肥後銀行人吉支

店長として、人吉へ赴任され

た上田一精様をご紹介申し上

げます。 

 

 

   名前  上田一精
うえだいっせい

  （52歳） 

   株式会社肥後銀行人吉支店 支店長 

   職業分類（関連分類）金融 

       （分  類）外国為替銀行  

職歴 昭和57年 肥後銀行入行銀座通支店 

配属 

   平成19年 6月 三郎支店長 

   平成23年 6月 植木支店長 

   平成24年11月 人吉支店長 

留守宅 熊本市東区新外 

ご家族 夫人と息子２人（長男は肥後銀行） 

趣味  ガーデニング 

座右の銘「甲斐亡き星が夜を明かす」 

人吉へは、以前からちょくちょく来られてい

ますが、人吉・球磨地区への勤務は初めてで

す。ゴルフもされますし、皆とお酒を飲むこ

とも大好きのようです。単身赴任でもありま

すし、ぜひ、おつきあいの程、宜しくお願い

します。 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉  山賀勝彦会長    

 上田一精さんの入会を心

より歓迎致します。上田新

入会員は、石原会員の交代

会員として推薦され、当ク

ラブの細則第１１条に基づ

き諸手続きを行い、１２月

７日の理事会にて入会を承

認されました。しかし、人吉へ赴任されてか

ら体調を崩された為に、入会式が遅れてしま

いました。 

  本日の午前中に浦田情報委員長によりオリ

エンテーションをお受けになったホットな

本日の出席率 

会  員  数   67名   87.50% 

出 席 免 除 3名 1 2 /7例会出席率  80.95％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 56名 修 正 出 席 率 98.41％ 

＊届け出欠席  

 渡辺・漆野・中川・木村・石蔵・尾上・齊藤・小林祐 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

Ｒ情報委員会新入会員懇談会；山賀 

2720地区地区会員増強ｾﾐﾅｰ；中川・山賀・浅野・葉山・塚本 

             渡辺・井手 

人吉中央RC例会；渡辺・延岡   人吉RAC例会；安達 



ホットな、フレッシュな会員です。人吉ロータ

リークラブに早く溶け込まれて、ロータリーラ

イフを楽しんで下さい。本日は誠におめでとう

ございました。 

 

入会者挨拶  

   11月12日に当地に着任し

ましたが、体調不良により

一ヶ月近く、こちらにいらっ

しゃる友永先生のところへ入

院することになってしまいま

した。 

 石原支店長の後任で着任しましたが、石原支

店長とは営業統括部という部署で、丸２年ほど

一緒に勤務しておりました。その部署で二代続

けての人吉支店長ということになります。 

 人吉へいつまで居れるか分かりませんが、在

任中は人吉に少しでも貢献できればと思ってお

ります。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。          

  

所属委員会の発表       浅野 強幹事 

上田一精会員ご入会おめでとうございます。 

 上田会員の所属委員会は、クラブ運営委員会

は「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会は

「ローターアクト委員会」に所属して頂くこと

に決定しました。委員長さん宜しくお願いしま

す。以上ご報告します 

 

ロータリー情報委員会   浦田繁喜委員長 

  上田一精会員のご入会おめでとうございま

す。人吉ＲＣの会計を担当していただく理事さ

んでもあります。本日午前中に当ホテル内で上

田支店長の同席を得まして、人吉ＲＣ細則第11

条第4節により、ロータリーの目的及び会員の

特典と義務、及びロータリーに関する事柄につ

いて説明を致しました。よって本日の上田会員

の入会式の運びとなりました。 

 Ｒ情報委員会では、細則第11条第６節によ

り、新しい会員の方がクラブに早く溶け込める

ように援助する会員を１名指名するとなってい

ます。従来からの慣例に従いまして、推薦者の

堤正博会員にその任をお願いしたいと思いま

す。どうかご援助ご支援のほど、宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【次年度地区出向】  

     国際ロータリー第2720地区  

         委嘱状伝達  

  

 2013-2014年度 

 ポリオプラス委員会委員長 

       中島博之会員 

 

 

 

 2013-2014年度 地区副幹事 

       延岡研一会員 

 

 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友１２月号紹介 
   
          紹介者 宮山 惇会員 

 「ロータリーの友」は毎

号、興味をもって目を通しま

す。私は縦組からページをめ

くるのが習慣になっているよ

うです。 

 今月号の縦組の最初の掲載

記事は、「認知症の予防、治療、療養の最前

線」の題で、関西国際大学客員教授 長尾クリ

ニック院長の2012年２月18日、ＲＩ.第2720地

区ＩＭの基調講演要旨です。 

 今や日本は高齢者の８人に１人は（厚労省４

月発表では10人に１人の割合）認知症という時

代になろうとしているそうです。 

 今年からは昭和22年生まれの方々が65歳に達

します。いわゆる高齢者の仲間入りをするわけ

です。団塊の世代がこれから７年～10年続くの

ですから日本の高齢化は急速に進みます。当然

認知症も増えることが予想されます。認知症の

症状の特徴が述べられていますが、男性に多く

見られるそうです。モノがなくなったのを自分

がなくしたと思いたくなくて取られたと言いだ

したら危ないと思って下さい。 

 この様な症状に気付かれた家族は専門家に相

談することです。現在の医療では予防も治療も

できるそうです。 

 人吉市では今年の４月で高齢者（65歳以上）

割合が30％を超えました。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・山賀会長 上田会員の入会を心より歓迎いた 

 します。ロータリーを楽しんでください。 

                    

・浅野幹事 上田会員の入会を歓迎します。浦 

 田Ｒ情報委員長、申し訳ありませんでした。 



 後見人の発表を私がしてしまいました。次回 

 より間違えないよう注意します。    

・堤正博会員 本日より新しい肥後銀行人吉支 

 店長上田一精さんが入会されます。楽しい人 

 吉での生活が過ごされますようにおつきあい 

 の程よろしくお願いします。          

・上田一精会員 入会記念 今後とも宜しくお 

 願い致します。                      

・青木会員②上田支店長のご入会おめでとうご 

 ざいます。                          

・有村会員 大賀さんの息子さんのご結婚をお 

 祝い致します。肥後銀行支店長上田様の入会 

 を歓迎致します。                    

・鳥井会員 上田一精様の入会を心からお喜び 

 申し上げます。さっそくＳＡＡ委員としての 

 仕事が待っています。がんばりましょう。 

                                     

・友永会員 上田さんのご入会を歓迎致しま 

 す。                               

・尾方会員 上田一精様の入会おめでとうござ 

 います。人吉ロータリーを楽しんでくださ 

 い。                                

・堤脩会員 上田一精会員ご入会おめでとうご 

 ざいます。                          

・岩本泰典会員 上田一精氏のご入会おめでと 

 うございます。                      

・渕田会員 今夜断髪式をしますので、この髪 

 型も見納めです。じっくりと見ておいてくだ 

 さい。                              

・立山会員 宮山パスト会長、ロータリーの友 

 の発表ありがとうございました。前回発表い 

 ただいた石蔵さんから、先輩の発表が聞きた 

 いとのことでお願いしました。肝心の石蔵さ 

 んが欠席で残念でした。              

・宮山会員 肥後銀行支店長のご入会おめでと 

 うございます。                      

・葉山会員 オペラ歌手馬場さんの信友社賞受 

 賞おめでとうございます。職業奉仕のため早 

 退します。                          

・青木会員①馬場会員の信友社賞受賞を心より 

 お祝い申し上げます。                

・延岡会員 上田支店長、誕生日が1日違いで 

 す。よろしくお願いします。岩本先輩が1個 

 だけ大事に持ってきた相撲の春日野親方から 

 いただいた愛媛ミカンを食べさせていただき 

 ました。大変美味しかったです。次はみんな 

 の分お願いします。                  

・浦田会員 上田会員のご入会おめでとうござ  

 います。                            

 

【Ｒ財団委員会】 

・本田会員 Ｐ･Ｈ・Ｆの認証状をいただきま 

 した。これからももっと精進していきたいと 

 思います。ありがとうございました。 

 

【米山記念奨学委員会】 

・立山会員 馬場さん信友社賞おめでとうござ 

 います。馬場さんのお陰で我がクラブは日本 

 一大きい声で君が代を歌っていると思いま 

 す。これからも僕らを引っ張っていって下さ 

 い。                 

 

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

      
  
 『 寛 容 』 

寛容という一般性の高い精神が、努力の末得ら

れる唯一不変の成果である、と証明されるとし

たら、それだけでもロータリーの存在意義があ

るでしょう。 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ      Ｒ情報委員会 

今後の１２月・１月例会予定 
 
1２月 28日(金) 例会取止め  

 

１月  ４日(金)  例会取止め  

１月１１日(金)   通常例会           

１月１８日(金)   夜の例会 １８時～ 

   韓国慶山ＲＣ第１３次調印式  

   歓迎会・新年会  

１月２５日(金) 第２回クラブ協議会 後半 

 

届け出欠席のご連絡は 当日10時30分まで

にお願いします。 

 

１月行事予定      
     
   8日(土) 人吉市新年名刺交換会  

      ホテルサン人吉 １８時３０分～ 
  
1３日(日) ゴルフ愛好会 月例ゴルフ 

           熊本クラウンゴルフ 9時５２分ｽﾀｰﾄ 
 
1８日(金) 姉妹クラブ慶山ＲＣ来訪 

     人吉着１４時 

     人吉ＲＣ慶山ＲＣ調印記念植樹式 

        村山公園１５時３０分～  
 
２３日(水) 人吉ＲＡＣ例会 

       茶の蔵  １９時30分～ 


