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    熊本第６グループ 那須弘文ガバナー補佐        

 

 

 

     山賀勝彦会長 

 

 みなさんこんにちは。一週間

が、あっという間に過ぎてしま

いました。 

 慶山ＲＣとの第１３次姉妹ク

ラブ締結調印式も無事に終了す

る事が出来ました。１８日当日

の一連の行事も皆様のご協力の

下、順調に進行しまして、二次会も、日韓カラオ

ケ大会で、大変な盛り上がりようでした。 

 １９日朝の出発時、『徐統洙』（ソ・トンス）

会長『金仙子』（キム・ソンザ）夫人を始め、朴

（パク）国際委員長、２３名の慶山ＲＣの皆さん

方より、「人吉ＲＣの皆さんにくれぐれもよろし

くお伝え下さい」との言葉を残されて、非常に満

足された様子で帰路に着かれました。 

 当日は熊本城を観光されまして帰られたようで

す。早朝にも関わらず、多くの方々にお見送り頂

きまして重ねて御礼申し上げます。 

 有村国際奉仕委員長を始めとする人吉ロータ

リークラブ会員の皆様、また、新年会を兼ねた親

睦交流会に出席いただきました奥様方や、ロー

ターアクトの皆さんには心より御礼申し上げま

す。 

 １９７６年（昭和５１年）６月に辻 正信会長年

度に伊久美国際奉仕委員長・高嶋幹事によって姉

妹クラブを始めて締結されて以来、３７年間の永

きに亘り諸先輩方が培ってこられました両クラブ

の友情をしみじみと感じました。 

 これからも両クラブで互いの交流を深め、益々

のロータリー発展に最善を尽くしたいと思いま

す。 

 朴国際委員長より、早速お礼のメールと、訪問

団に同行していました韓国毎日新聞記者の記事が

届いていました。朴先生のメールの内容を簡単に

ご披露いたします。 
 
『第１３次姉妹縁組締結調印式と植樹式及び新年

会を盛大に開催され、お祝い申し上げます。 

 山賀会長・有村国際奉仕委員長及び漆野親睦委

員長を含め、全会員の皆様のご苦労に感謝致しま

す。そして、訪問団をあまりにも暖かく気楽に迎

えて頂きまして感謝致します。[以下省略…]  』 

 有村国際奉仕委員長より今回の経過及び御苦労

話の報告があると思います。 

 尚、慶山ＲＣより、訪問時に『青少年育成資

金』として３０万円戴きました事を報告します。

これは、特別会計に計上してもらいました。 

 最後にこの度の慶山ＲＣとの姉妹クラブ締結調

印式の記事が、先日の人吉新聞紙上に早速掲載し

ていただきました。石蔵社長には取材を兼ねての

参加、ありがとうございました。 

 この度の慶山ＲＣとの調印式関係で、のぼせた

頭をクールダウンする意味で、先日森のホールで

開催されていた『鶴田一郎』の美人画展を鑑賞し

て鶴田一郎の世界に浸ってまいりました。ご存知

の方も多いと思いますが、天草出身の画家で、ノ

エビア化粧品のポスターで有名になった人です。

彼の画風である面長(おもなが)・切れ目の美人画

に心洗われ、しっかりクールダウンする事が出来

ました。 

 本日は、那須ガバナー補佐をお迎えしましての

第２回クラブ協議会(後半の部)開催の為、会長の

時間を終わります。 



   浅野 強 幹事 

 

【連絡事項】 

１．第10回人吉春風マラソン開催に伴う実行委員会 

  開催案内［山賀会長へ］   

２．春風マラソン開催に伴う抽選会商品提供依頼が 

  届いています。［例年通り処理させて頂きます] 

３．地区大会出欠案内をＦＡＸで送付しておりま 

  す。早めに返信をお願いします。 

【回覧物】     

 荒尾ＲＣ、指宿ＲＣ、多良木ＲＣの週報  

【例会変更、取止め】    

 熊本中央ＲＣ 掲示板にて確認願います。  

   

   鳥越博治副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第３回 

 米山功労者マルチプル 

   感謝状贈呈   

   片岡啓一会員 

 

 

   Multiple２ 

 PaulHarris Fellow 

  認証ピンの授与 

   浦田繁喜会員 

 
 
【親睦委員会】            漆野智康委員長 

   

     銀婚祝い友永和宏会員へ  

       記念品の贈呈  

   

 

       １月ゴルフご案内 

1 月１３日のゴルフは雨の為中止になりましたの

で、再度ご案内いたします。皆様のご参加をお待ち

しております。 

  日 時: １月２７日 (日) 

     ９時５２分スタート       

  場 所: 熊本クラウンゴルフ倶楽部 

 

【ニコニコ箱委員会】     齊藤日早子副委員長 

○1/18例会スマイル 

・高嶋康二名誉会員            

・新年会全員スマイル           

○本日のカード 

・那須弘文ガバナー補佐 お世話になります。 

                                      

・友永会員 銀婚式のお祝いありがとうございま 

  した。                     

・山賀会長 慶山ＲＣとの第13次調印式も皆様の 

 ご協力のおかげをもちまして、盛大なうちに無 

 事終了することが出来ました。来訪された慶山 

 ＲＣの方々も満足したご様子でお帰りになりま 

 した。                   

【Ｒ財委員会】 

・伊久美会員 日本の米山財団理事に就任して寄 

  付の少なさにいささか恥じています。    

 

          点 鐘  山賀勝彦会長 
 

 

 

  第２回 クラブ協議会 後半 
 
             進行；山賀勝彦会長 

 

【Ｒ情報委員会】 ◎発表者；浦田繁喜委員長 

 ロータリー暦は34年2ヶ月、職業分類は建築で

す。メンバーは、副委員長に中川会員・委員に和

田・片岡・宮山会員で構成しております。 

 当初の方針・計画に基づき、委員会活動を進め

てきました。家庭集会は昨年の9月28日に関連あり

ます増強・職業分類・会員選考の各委員会と合同

で行い、活発な意見が出て有意義な会でした。委

員会活動の参考にさせてもらっています。 

 次に会員候補者に対するオリエンテーションは9

月に石蔵会員、12月に上田会員、にＲ情報の伝達

を行っており、現在まで以上の2名の方です。 

 次に比較的ロータリー歴の浅い会員の方々の為

の情報集会を片岡会員に担当して頂き、11月27日

にひまわり亭にて12名の参加で行いました。事前

に新会員とパスト会長にアンケートをお願いして

あり、それに基づいて種々意見を出し合い、充実

した集会となったようです。 

 今後、情報委員会のプログラムにつきまして

は、それぞれ担当委員の方が2月と5月に情報卓話

を予定しております。3分間Ｒ情報も機会があれば

行いたいと思っておりますし、会報に余白があっ

た時のＲミニ情報も今まで通り掲載していきたい

と思っています。 

 

＊届け出欠席  

 片岡忠・川越・木村・小林祐・永尾・大賀・本田・中村 

 尾方・田中・友永・外山・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

1/18の出席率 

会  員  数   67名   79.40% 

出 席 免 除 4名 

1/4例会取止め  欠 席 者 数 13名 

出 席 者 数 50名 

＊届け出欠席  

上田・立山・石蔵・浅野・岩井・延岡・有村・川越・高山 

和田・大久保・中川・北・青木・渡辺・板井・小林祐・中村 

大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

2720地区地区実行委員会7月～12月；延岡(5回） 

        〃       ；安達・有村 

本日の出席率 

会  員  数   67名   69.84% 

出 席 免 除 4名 1 / 11例会出席率  89.06％ 

欠 席 者 数 19名 補  填  数 7名 

出 席 者 数 44名 修 正 出 席 率 100％ 



【ニコニコ箱委員会】 ◎齊藤日早子副委員長 

 副委員長の齊藤です。ロータリー暦は5年、職業

分類は薬局です。委員長は延岡研一会員、委員は岩

井和彦、小林祐介、片岡忠雄会員です。 

 現在のスマイル状況をご報告いたします。会員ス

マイル606,000、ビジタースマイル81,000、オーク

ション146,000ニコニコ瓶29,279、計862,279となっ

ております。 

 今後も引き続きご協力をお願い致します。 

 

【会員組織増強委員会】 ◎尾方芳樹委員長 

 副)伊久美寛志  員)大久保勝人 高山征治 

 ロータリー暦29年3ヵ月、職業分類は日本料理で

す。 今年度は67名のスタートでした。会員の推移

につきましては、9月14日に1名入会（石蔵尚之会

員）、9月30日に1名退会（牛島スミ子会員：ご病気

のため）、11月1日に1名退会（石原弘章会員：肥後

銀行 異動のため）、その後12月21日に、異動され

た石原会員の後任として来られた上田一精会員が入

会されました。尚、上田会員の前に推薦があがり、

理事会及び会員の承認を受けられております万江真

一郎さんが、現在、職務多忙の理由から、まだ入会

に至っておりません。 

 よって、1月25日現在、2名の退会、2名の入会と

なり、純増0となっております。これからも会員の

皆様の新入会員ご推薦を宜しくお願いします。  

・平成24年5月26日・12月1日  

 2720地区会員増強セミナー開催。 

・平成25年1月11日、全国３４地区「SAKUJI作戦」 

 推進について会員組織増強委員会で検討。 

 賛同クラブとして登録申請。 

 

【職業分類委員会】 ◎堤正博委員長  

 ロータリー暦は38年1ヶ月、職業分類は焼酎製造

です。本年度も半年以上経ちました。本日までに3

名の方の推薦がありました。当委員会はそれぞれの

方について持ち回り会議で審議をいたしました。 

3名の方すべて職業分類についての問題はありませ

んでした。但し、よりよい職業分類名に変更してあ

げた方が良いと思われる方がいらっしゃいましたの

で理事会でご検討いただくよう意見を書いておきま

した。まだ、理事会で検討されたとの報告は受けて

いませんので、ぜひご審議の程、宜しくお願いしま

す。 

 

【会員選考委員会】 ◎武末憲一委員長 

 ロータリー暦は39年2ヶ月、職業分類は歯科医で

す。副委員長に岩本泰典会員、委員は宮原･小林清

市･岡･外山会員です。 

 これまで新入会員に、石蔵之会員と交替会員に上

田会員、それから未入会でオリエンテーション・入

会金が未だの万江氏を選考いたしました。 

 入会者の評判は申し分なく、会社の名声も良く、

その人達は｢奉仕の精神」があるように判断しまし

た。家庭集会は関連委員会と合同で一回実施してお

ります。 

 

【クラブ広報委員会】 ◎葉山稔洋委員長 

 ロータリー暦は13年と10ヶ月・職業分類は葬祭業

です。メンバーは、副委員長に原田会員・委員に水

野・有村・愛甲・増田会員の計6名で構成しており

ます。 

 活動状況としては、計画①の年度初めに会長以下

執行部と共に諸官庁及び報道機関に表敬訪問を行な

いました。先週の韓国慶山ＲＣとの第13次調印式等

②のクラブ内の奉仕活動を担当委員会と協力し、広

報活動を行っております。③の報道記載記事や活動

状況などを記録として保存することに関しては、購

入して頂いたiPadを活用している最中です。④ホー

ムページの管理及び更新を充実する、では、渡辺次

年度の会社にまかせっきりの状況です。⑤HP等、IT

化の推進に地区と連携して取り組む 

 最後に家庭集会については、iPadの活用状況を見

てからと思っていて、まだ実現してません 

 

【雑誌委員会】 ◎中島博之副委員長 

 副委員長の中島です。ロータリー暦は22年11ヶ

月、職業分類は豆腐蒟蒻製造販売です。本日は委員

長欠席のため、報告原稿を代読いたします。 

①『友』の制作について 

 “ロータリーの友 人吉クラブ版”を“人吉ロー

タリーの友”に訂正します。下書きが出来たので、

1月11日例会前に委員会で検討会を開きました。 

雑誌委員会以外にも見て頂いた方がよいとのこと

で、片岡パスト会長と事務局の緒方さんにも見てい

ただきました。片岡パスト会長には気づかなかった

ところを教えていただきありがとうございました。 

１月21日に渡辺さん(ｿｰｺﾞｰｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ）に見積りをお

願いしました。見積り後、再度検討会を開く予定で

す。当初予定では4月の新茶ｽﾀｰﾄ前までには完成し

たいと思っていたので予定通りに進んでいます。 

②毎月の見どころについて 

 お願いした方たちが、いい発表をしていただいて

感謝しております。今後も皆さんにお願いにまいり

ますので宜しくお願いします。 

 

【クラブ会報委員会】 ◎尾上暢浩委員長 

 委員長の尾上です。ロータリー暦は3年9ヶ月、職

業分類は清涼飲料です。 

 クラブ会報委員会も事務局の協力を得ながら、順

調に運営しております。会報は、人吉ロータリーク

ラブの方針、現状、活動を他クラブに伝えられる媒

体であるので、という内容の通り、例会等の写真、

外部卓話の原稿整理など、円滑に事務局に提出でき

るよう、見やすい、興味を引く会報作りを家庭集会

を開催しながら、これからも心掛けていきたいと思

います。 

 尚、本日お配りしてある会報の中に、原稿がない

ためこのように処理させていただきました事をご報

告いたします。皆様のご協力を宜しくお願い致しま

す。 

 

【職業奉仕委員会】 ◎水野虎彦委員長 

 委員長の水野です。ロータリー歴は11年10ヶ月で

す。副委員長に板井会員、委員に丸尾会員、浦田会

員、斉藤会員、田中会員、以上6名です。 

 当委員会は会員各々の職業を通して4つのテスト

を再確認し、職業人としての倫理確立できる委員会



活動を目指します。計画では、11月に職業奉仕に関

する卓話を実施する予定で、講師依頼もしておりま

したが、プログラムのスケジュールの都合で延期に

なったままとなっており、近々に計画したいと思っ

ております。4月には優良職員表彰を行います。ど

うか会員皆様の各事業所において、ご協力をお願い

申し上げます。また、職場訪問例会の計画もこれか

らでございますので、何卒ご協力賜りますようお願

い申し上げます。 

 

【地域発展委員会】 ◎鳥井正徳委員 

 委員の鳥井です。ロータリー暦は3年5ヵ月、職業

分類は社会教育です。本日は委員長、副委員長が欠

席のため、代わりまして報告します。 

１．活動方針―地域イベント、まちづくり等への支

援と協力を行うことを基本方針として活動をしてい

ます。 

２．計画  

①地域イベントやまちづくり等への参加及び協力。 

②地域発展功労者の表彰 

 表彰の条件として、｢ロータリーの理念と一致す

る｣ことが重要です。情報収集を的確に行ない、幅

広い分野から該当者を選びたいと思います。ご協力

をお願いします。表彰は5月頃行なう予定です。 

③地域活性化等に関する卓話 

 

【ヘルスサポート委員会】 ◎小林清市委員長  

  委員長の小林です。ロータリー暦は20年7ヶ月、

職業分類は脳神経外科医です。今年は会員の皆様か

らのリクエストに沿って勉強会を、と思っていまし

たが、現在のところ残念ながら未だ申し出がありま

せん。どうぞご連絡を待っています。春には家庭集

会を予定しています。 

 

【ローターアクト委員会】 ◎安達玄一委員長  

 委員長の安達です。ロータリー歴18年9カ月、職

業分類は損害保険です。副委員長に青木会員、委員

に武末・渕田・永尾・山田・上田会員です。 

 今年のアクトメンバーはスタート時点11名が、１

名退会、2名入会し現在男性9名女性3名の12名で活

動しています。 

 計画の①平和について考える、では、今年の田中

作次ＲＩ会長のテーマ『奉仕を通じて平和を』にち

なみ『平和について考える』をテーマにしていま

す。昨年の年次大会での投票により今年の年次大会

は10月12・13日に人吉に決定しました。会場は、あ

ゆの里予定です。何しろ少ない予算で計画しないと

いけませんので、次期渡辺年度でのバックアップを

宜しくお願い致します。②奉仕活動を体験する、で

は、つつじヶ丘学園夏祭りで奉仕活動を行い、山賀

会長・平田会員と私で参加しました。③会員増強、

現在12名ですが6月に１名卒業、あと2～3年で半分

以上が卒業します。それを踏まえて増強には力を入

れたいと思っています。男女問いませんので皆さま

からご紹介いただき増員できれば有り難いです。 

④ロータリー会員や米山交換留学生との交流   

 ロータリー会員には忘年会や新年会などで色々ご

指導いただいています。ひまわり亭にて米山奨学

生、チェン君との交流会を行いＦＢでも私や数名が

繋がって交流しています。 

 今後の予定は2月9・10日に熊本市内において全国

研修会があり人吉ローターアクトもお手伝いをしま

す。3月の2720地区大会にも現在参加者を募ってい

るところです。 

 

【国際奉仕委員会】 ◎村山能史副委員長  

 副委員長の村山です。ロータリー暦は3年1ヶ月、

職業分類は洗濯業です。本日は委員長欠席のため、

報告原稿を代読いたします。委員会は、委員長有

村、副委員長に村山会員、委員に北・漆野・有馬・

延岡会員の6名のメンバーです。 

 本年度の主な事業の韓国慶山ロータリークラブ、

人吉ロータリークラブ第13次姉妹締結調印式につき

ましては、先週１月18日に人吉ロータリークラブの

例会、新春の集いの中で無事終了致しました。 

 当日は天候に恵まれ、記念の植樹式から調印式、

歓迎会に多数の会員並びにご夫人に参加していただ

きまして大変ありがとうございました。とりわけ国

際奉仕委員会、親睦委員会、ＳＡＡ委員会の会員に

は大変お世話になりました。 

 また、植樹式においては、岩井さん、尾上さん、

戸高さん、記念品では原田さん、歓迎会の部でコ

サージュを作っていただいた葉山さん、祝舞をして

いただいた伊久美さんの奥様、エンターティナーで

宴会を盛り上げていただきました岩本様、馬場様に

お世話になりました。とりわけ事務局の緒方さんに

は慶山ロータリークラブとの連絡、資料作り等々大

変お世話になりました。 

 おかげさまで翌１月19日に慶山ロータリークラブ

の朴国際奉仕委員長さんより、｢たいへんありがと

うございました。人吉ロータリークラブの心の尽く

した歓迎に会員一同大変喜び、感謝いたしておりま

す」とのお電話がありましたのでご報告いたしま

す。 

            

【講評】 熊本第6グル―プ那須弘文ガバナー補佐   

 皆様いつもお世話になっております。熊本第6グ

ループのガバナー補佐を務めております那須です。  

 本日はクラブ協議会2回目後半の部ということで

したが、10月の前半部の時も拝聴させていただきま

して、会員数70名近くあり、委員会数もたくさんあ

りますが、協議会の態勢に大変感心致しました。 

 発表者の自己紹介（Ｒ歴・職業分類）も省略なく

始まりまして、各委員会の活動状況も大変すばらし

く、さすが第6分区のリーダークラブであると改め

て感じております。このことはさっそく他クラブへ

報告させていただきたいと思っております。 

 それから、私からの連絡を申し上げます。 

 3月開催の地区大会でございますが、皆様のご参

加をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 また、5月11日（土）、多良木町におきまして、

ＩＭを計画中です。内容につきましては講師をお呼

びして講演会を行なう予定であります。改めてご案

内をいたしますので宜しくお願い申し上げます。 

 本日はありがとうございました。 

  

          閉  会  

 


