
  

      山賀勝彦会長 

 

 

   皆さんこんにちは。

松も明けまして、本日

はすでに１１日で『鏡

開き』の日ですが、何

はともあれ、本年初め

ての例会ですので、 

『新年明けましておめでとうございます。』 

 どちらさまも、ご家族お揃いで輝かしい新

年をお迎えになった事とお慶び申し上げま

す。北陸、北海道などでは近年にない程の厳

しい寒さの中での正月のようでしたが、私ど

も人吉市では、お陰様で比較的に穏やかなお

正月を迎える事が出来ました。 

 昨年末には日本のトップが新たに決まり、

世の中も少しずつ変化が出てきました。 株価
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も一万円台を回復し、円も徐々に安くなり、日

本経済もムード的には良い方向に向かっている

ようです。これが一時的なものに終わらないよ

うに願うばかりであります。 

 奇しくも今年は巳年です。ヘビ年は古来より

商売繁盛の年と云われています。先日の築地の

初セリでは、青森大間の本マグロ（２２２キ

ロ）が、史上最高値の１億５千万円で競り落と

されたと云う事ですが、これも、今年こそ景気

が良くなってほしい、良い年になってほしいと

云う日本国民の期待の表れだと思います。因み

にこの価格でニギリ寿司になると、１貫当たり

４万円以上はするとのことですが、この日は通

常の大トロ価格の398円で提供されたと云う事

です。どうかこの先、景気が上向く一年であっ

てほしいと願うばかりです。 

 さて、私どもの年度も、皆様方の温かいご支

援によりまして、大過なく前半を終える事が出

来ました。いよいよ後半に入ります。これか

ら、大きな行事が目の前に迫っており、早速１

８日には韓国慶山ロータリークラブとの第１３

次姉妹クラブ締結調印式があります。 

 当日のプログラムの方も有村国際奉仕委員長

を中心に、国際奉仕委員会、親睦委員会、ＳＡ

Ａ委員会の方々で計画が練られています。決定

されたスケジュールは、皆さん方にも連絡が入

ると思いますので、見落としの無いようにお願

い致します。 

 慶山ＲＣの皆さんも久しぶりの来訪ですので

出来るだけのおもてなしをして、両クラブの親

善を深めたいと思います。 

 昨日、村山公園に行き慶山ＲＣが来訪されて

植樹されたイチョウの木を見てきました。12～

３メートル位に伸びていました。ただ、記念植

樹を記した台座が鳥の糞で汚れていましたの

で、掃除をしたいと思います。 

 さて、新しい会員の皆さんのなかには、慶山
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ロータリークラブや慶山市の事について良くご

存じでない方がいらっしゃると思いますので、

簡単に紹介します。 

◎慶山ロータリークラブについて 

① 創立年度 １９７５年 

② 姉妹クラブ締結年度 １９７６年６月５日 

③ 慶山ＲＣ会員数６０名 

◎ 慶山市について 

① 市名呼び名 キョンサン市 けいさん市 

② 県名呼び名 キョンサンプクト けいしょう  

 ほくどう 

③ 県庁所在地 大邱広域市 

④ 人口 ２５万人 

⑤ 面積 ４１１．７０km2 

概 要； 

大邱広域市のベッドタウンであると同時に、１

０を超えるキャンパスからなる学園都市であ

る。韓国造幣公社の貨幣本部があり、ウォンの

生産地である。韓国で一番のお金持ちの都市で

あるそうです。 

 以上、慶山RCと慶山市についてのミニ情報で 

した。これで会長の時間を終ります。 

            

 

 

    浅野 強 幹事 

 

【第１０回理事会の承認事項】 

１号議案 地区大会欠席者負担の件  

     例年通り5,000円/人とする 

２号議案 東ケ崎潔記念ダイヤログハウス募金 

     の件、田中作治ＲＩ会長直々の要請 

     であることを考慮して判断が必要と 

     思われます。他所のクラブと同程度 

     の募金とする。 

３号議案 慶山ＲＣとの調印式及び懇親会費と 

     して80万円の予算で友愛基金より支 

     出の件、承認 

 

【連絡事項】 

１．全国ローターアクト研修会協賛要請の件 

  [安達ローターアクト委員長へ] 

２．日本ロータリー親睦ゴルフ大会の案内  

  [漆野親睦委員長へ] 

３．人吉市青少年育成市民会議より子供会交流 

  発表会の開催案内[戸髙新生代委員長へ] 

４．2011-12年度 ロータリーの友事務所事業 

  報告が届いています、事務所にて保管し 

  てありますので確認される方は各自確認 

  願います。     

５．地区大会参加の案内  

  平成25年3月8日(金）～9日（土）  

  パンフレット各テーブルに配布。持ち帰り 

  願います。出欠については近々ＦＡＸで 

  案内します。スケジュール及び懇親会参 

  加・人吉ナイトの件は別途理事会に諮り 

  決定後連絡します。    

【回覧物】     

 ・湯布院RC週報 人吉総合病院広報誌「翔」 

 

 

   鳥越博治副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】    有村隆徳委員長 

 本日は調印式のために来訪される慶山ＲＣ

の名簿と、１８日のスケジュールを配布して

おります。今回、調印記念の植樹をすること

に決定致しました。植樹式、調印式のスケ

ジュール説明をさせていただきます。 

 

1.17.(木) 慶山ＲＣ行動 

 10:00  釜山 金海空港 出発 

 10:50  福岡空港 到着、バス移動 

   鹿児島代14代沈壽官窯 

         韓國岳 見学 

  霧島いわさきホテル宿泊 

1.18.(金)  

 09:30  霧島出発  

  霧島神宮   

 14:00 人吉着あゆの里ﾁｪｯｸｲﾝ 

    15:00 慶山RC人吉RC 

        バスで村山公園移動 

    15:30 植樹式（15：30～16：30） 

            閉会後、集合記念撮影 

    18:00 例会・調印式  

    19:00 祝宴      

1.19.(土) 慶山ＲＣ行動 

 09:00  人吉出発 

本日の出席率 

会  員  数   67名   89.06% 

出 席 免 除 3名 

12/28 例会取止め  欠 席 者 数 7名 

出 席 者 数 57名 

＊届け出欠席  

 戸高・齊藤・岡・岩本光・堤正・上田・木村 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 



     熊本城, 市内観光 

 14:00  福岡到着 

        福岡 自由観光 

 19:40  福岡空港 出発 

 20:35  釜山 金海空港 到着 

 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

    １月度人吉ＲＡＣ例会の案内 

第１例会 １月１８日人吉ＲＣ新年会 

第２例会 １月２３日１９時３０分～茶の蔵 

 

 

 【次年度地区出向】  

     国際ロータリー第2720地区  

         委嘱状伝達  

 中川貴夫会員 

 2013-2014年度 会員増強・拡大部門部門長 

    〃   会員増強・拡大委員会委員長     

    〃   地区研修委員会委員 
 
  和田栄司会員 

 2013-2014年度 資金推進委員会委員 
 
  安達玄一会員 

 2013-2014年度 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ･RYLA委員会副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】  
    
 山賀会長より、１２月、１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、あけましておめで
とうございます。素晴らしい
年になるようお祈りします。 

 私は今年３月で卒業になり

ます。今後、就職の面接を２

月に受けます。 

 私にとって日本でのお正月は６回目です。お

おみそかはバイトで休みがありませんでした

が、元旦はのんびりできました。今年はまだ残

念ながら雪が降っていませんが、雪の写真を撮

りたいです。今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

【雑誌委員会】 

 

    ロータリーの友１月号紹介 
   
          紹介者 立山 茂委員長 

 ロータリーの友創刊６０周年ですので雑誌委

員会が見所紹介をさせていただきます。 

 まず、｢ロータリーの友｣この１０年を振り

返ってのテーマで歴代の委員長による座談会か

らはじまりますが、ここで一番に問題になって

１ 月の誕生祝い１ 月の誕生祝い

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 齊藤日早子 １１０ ３６ ７４ 

準優勝 鳥井正徳 ９４ １５ ７９ 

３位 浅野 強 ９２ １１ ８１ 

４位 北 昌二郎 ９３ １２ ８１ 

５位 浦田繁喜 ９４ １２ ８２ 

ＢＢ 中島博之 敢闘 伊久美寛志  

ﾆｱﾋﾟﾝ 
薩摩2番 浦田繁喜  薩摩5番 浅野 強 

肥後５番 北昌二郎  肥後８番 齊藤日早子 

ﾄﾞﾗｺﾝ  
 薩摩7番 浦田繁喜 漆野智康 

 肥後７番 鳥井正徳 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
70歳以上 鳥井正徳 50・44・94 

６9歳以下 浅野 強  46・46・92 

１ 月の結婚祝い１ 月の結婚祝い  

  

  

  



いるのが会員数の減少です。実は、ロータリア

ンの数は世界200ヶ国で120万人とほとんどこの

15～16年変化はありませんが、日本だけ1996年

の129,568人から現在89,095人と4万人以上減少

しております。この会員数の減少が収入減とな

り、経営をきついものにしていることが指摘さ

れています。 

 また、Ｂ５版からＡ４版へ、ホームページ開

設や漫画世代にあわせたグラビア化など、時代

に合わせた取組みが紹介されていますが、最後

に電子化が遠い将来の話ではないと締めくくら

れています。“雑誌”と“電子ロータリーの

友”の並行発行だそうです。 

 尚、会員数については、Ｐ51のＲＯＴＡＲＹ

掲示板に地区ごとの数が載っています、参考に

して下さい。 

 この人、この仕事ではプラスチック製品から

始まって今やＬＥＤ電球では国内トップシェア

までなったアイリスオーヤマの大山健太郎（仙

台ロータリークラブ）社長が紹介されていま

す。 

 優良企業が東日本大震災をどう乗り越えた

か、高校を卒業して父を亡くし、19歳でプラス

チックの町工場を継いだ大山社長の人としての

生き方に感動しました。ぜひご一読を。 

 今年度雑誌委員会が取り組んでいます“人吉

ロータリーの友”の制作も原稿が出そろい、例

会前に検討会を行いました。新人会員のロータ

リーライフに役立つ“友”に路線変更しており

ます。完成まであと一息、頑張ります。 

 

  

【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・延岡会員 税務関係団体の新春講演会へ、社 

 員・ご家族、多くの方のご参加をお願いしま 

 す。                

・有馬会員 結婚・誕生お祝いいただきまして 

 ありがとうございます。       

・高山会員 結婚祝いありがとうございます。 

                   

・堤脩会員 誕生祝有難うございました。 

                   

・友永会員 手術のため早退致します。 

・ニコニコ瓶7/1～12/31集計      

 

【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 今回も人吉ＲＣより推薦をいただ 

 き、会員増強部門長及び会員増強委員長にな 

 りました。地区委員長になりますと、人吉Ｒ 

 Ｃの会員の皆様のバックアップが必要となり 

 ます。誠に申し訳ありませんが皆様の協力や 

 ささえを戴き頑張りますので、どうぞ宜しく 

 お願いいたします。地区に出向致しましたら 

 必ず皆様に情報をフィードバックすることを 

 申し上げます。ありがとうございました。 

                    

 

【米山記念奨学委員会】 

・延岡会員 チェン君お誕生日おめでとう。私 

 と同じ1月20日、よかったですね。   

・宮原会員 チェン君、明けましておめでとう 

 ございます。そして1月20日は26歳の誕生日 

 おめでとう。             

 

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

  

      

   
  
 『 ロータリーにおけるポール・ハリスの役割 』 

ロータリーは、私の少年時代のニューイングラ

ンドの人々の特性であった寛容と善意と奉仕の

精神から生まれたものであり、私は、その精神

のうち、自分の中にあるものを、すべて、自分

なりに他の人々に伝えようとしてきました。 
             My Road to Rotary 

 

 

『ロータリーの歴史』 

ロータリアンの活動が広がるよりむしろ狭まる

としたら、時代の傾向に沿っていると思いま

す。川が狭まれば、その流れは深く、急にな

り、河道がはっきりするでしょう。現代は専門

化の時代です。多分、ロータリーは、クラブと

いう部門の専門化の模範であることが証明され

るでしょう。 
       1916年,RI 国際大会でのメッセージ  

 

 

『ロータリーについて』 

ロータリーが他のいかなる団体より立派に遂行

できるようなことを一つ見い出すべきである、

と私は、思います。次いで、その業績に抵触す

るようなことは何一つ認めてはなりません。 
                              1918年RI 国際大会でのメッセージ  

 

ロータリーが何の責務も負わず、単なる気休め

または余暇を過ごす場になったら、ロータリー

の有益さは消えてなくなります。 
                        1914年RI 国際大会でのメッセージ 

  

地域社会に溶け込んでいくのに、一番の早道は

ロータリー・クラブに人会することだと思いま

す。                         My Road to Rotary  

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ      Ｒ情報委員会 


