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    山賀勝彦会長 
 

 いよいよ、今日から２月です。プロ野球の

キャンプ便りや、梅の開花のニュースが各地

から聞かれるようになりました。今年は近年

にない寒さが続いておりましたが、寒さの中

にもようやく春の気配が感じられるようにな

りました。 

 先週は、第６グループ那須ガバナー補佐を

お迎えして第３回のクラブ協議会を開催致し

ました。各委員会も夫々の目標に向かい計画

を実施されていますが、後半の問題は矢張り

会員増強だと思います。年当初の数字は困難

だと思いますが、最低７０名は是非クリアし

たいと思いますので、あと２～３名の増強を

会員皆さんのご協力でお願い致します。 

 さて１月は行事が多く、例会も少なかった

のですっかり忘れていましたが、１月２７日

はロータリー創始者『ポールハリス』氏の命

日であると書いてありました。そして、毎年

この１月２７日を含む１週間を『追悼記念週

間』として、物故ロータリアンの冥福を祈

り、生前の貢献に対し追悼する週間となって

います。 少々遅れましたが、本日は慎ん

で、ポールハリス氏を始め、先輩物故ロータ

リアンの功績を称え、みなさんと共に黙祷を

捧げたいと思います。宜しければその場にお

立ち下さい。 

『それでは、ポールハリス氏及び物故ロータ

リアンに黙祷します』 

    ・・・・・黙祷・・・・・ 

 ありがとうございました。お直り下さい。 

 ポールハリス氏の事に関しましては、みな

さん既にご存知の事と思いますので、本日は

昨年の地区協議会で買い求めました、『ロー

タリーの心と原点・基本に返ろう』と云う本

の中から、ポールハリスの部分の一点だけ紹

介したいと思います。彼がロータリーを始め

た理由は何か。その答えは簡単明瞭です。 

 彼は友情を求めてロータリークラブを始め

ました。彼は家庭に恵まれていなかったそう

です。シカゴで弁護士事務所を開業したが、 

故郷から遠く離れ、独身であり非常に淋しい

思いをしていました。それでもウイークデイ

は仕事で気がまぎれるが、週末は特に淋しか 

ったようです。その数年後にロータリークラ

ブを結成しますが、そこでは友情を大事にす

る事に重点を置きました。『ロータリーは知

人の集まりではなく、友人の集まりだ』と強

調しています。私たちもお互いにロータリア

ンである限り、会員間の友情を大切にして行

きたいと思います。 

 最後に先週金曜日には「社団法人、ひとよ

し球磨青年会議所」の「新年会並びに名称変

更報告会」に出席してまいりました。 

 ２０１３年度の基本理念は、「自己研鑽～

一人ひとりの輝きが、地域を輝かせる！」だ

と云う事でした。当初は、あまり気が進みま

せんでしたが、これも人吉ＲＣへの入会勧誘

の為に、なにか役に立ちはしないかと思いで

出席してまいりました。 

 地区大会には、一人でも多くの会員・奥様

方にご出席いただきますよう、お願いしまし

て会長の時間を終わります。 

                                                                                                                                                



   浅野 強 幹事 
 

【第１２回理事会の承認事項】 

１号議案 韓国慶山RCとの第13次姉妹締結調印 

     式収支の件  

     詳細は有村国際奉仕委員長より 

２号議案 肥後銀行の上田会員の職業分類の件 

     外国為替銀行から普通銀行へ 

３号議案 チェン君地区大会参加費用負担の件 

     登録費用は不要  

     米山記念奨学委員会予算から 

４号議案 人吉ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区大会参加費用負担の 

     件 登録費用は不要 参加人員8名  

     交通費、宿泊費 約8万円 

５号議案 春風マラソン大会賞品協賛の件 

     例年5000円分の図書券 

     以上、5議案の承認を得る 

【連絡事項】 

１．2014～2015年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ決定の連絡 

  大臨界RＣ小山泰直氏 Ｓ25年3月31日生62歳 

２．2013年2月のロータリーレート；ここの所の 

  円安で8円UP1ドル88円で処理されます。 

３．平成24年九州ふるさとの森づくり｢九電の森 

  ひとよし｣の実施案内が届いています。 

  詳細は掲示     

４．地区大会の出欠案内をＦＡＸ送付しており 

  ます。早めに返信をお願いします  

  ８名の方からの返信が来ておりません 。 

５．米山記念奨学事業の誕生から60年のパンフ 

  レットを各テーブルに配布してあります。 

【回覧物】     

  玉名ＲＣ週報 人吉総合病院広報誌『翔』 
     

    

    鳥越博治副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】 青木一幸副委員長 

      人吉ローターアクトクラブ 

          ２月 第１例会のご案内 

    ２月６日（水）１９時３０分～ 

   立山商店“茶の蔵”にて開催します。 

    ご参加をお待ちしております！  

 

【環境保全委員会】    塚本哲也委員長 

     九州ふるさとの森づくり 

      「九電の森ひとよし」植樹のご案内 

 実施日時；平成２５年３月１６日（土）     

      集合９時３０分 

      西瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ駐車場 

 実施場所；人吉市下永野･上戸越町植林会場 

悪天候の場合は前日の２時までに中止の判断

をします。予備日は３月２３日（土）となり

ます。ＦＡＸにて詳しいご案内をいたします

ので参加ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

【国際奉仕委員会】    有村隆徳委員長 

 去る１月１８日の韓国慶山ＲＣとの第１３

次姉妹クラブ締結調印式におきましては、植

樹式・調印式・歓迎会・二次会と、多数の皆

様方にご参加を頂きましてありがとうござい

ました。改めて御礼申し上げます。 

 先週、山賀会長からお話しがあったことと

思いますが、韓国の毎日新聞に報道されまし

たこと、また、慶山ＲＣの皆様が喜んでお帰

りになられたこと、本当に嬉しく思います。 

 さて、先程の理事会で承認を得ました調印

式の収支について、これよりご説明させて頂

きます。本日お手元に配布を致しております

報告書をご覧ください。（以下省略） 

  

【親睦委員会】     有馬宏昭副委員長 

＊届け出欠席  

葉山・漆野・本田・安達・北・岩井・木村・井手・丸尾・堤正 

尾上・外山 

＊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；延岡・尾方 

人吉ＲＡＣ例会；安達.齊藤・外山 

本日の出席率 

会  員  数   67名   80.95% 

出 席 免 除 4名 1 / 18例会出席率  79.40％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 87.30％ 

２ 月の結婚祝い２ 月の結婚祝い  

  

  

  

２月の誕生祝い２月の誕生祝い

瑤



 

【職業奉仕委員会】     水野虎彦委員長 

 本日の講師紹介を申し上げます。 

前回、渕田会員の新入会員卓話の第二弾を是非

にと声が高く、職業奉仕の内部卓話として再登

場頂く運びとなりました。 

 今更ながら紹介することもございませんが、

渕田会員におかれましては、この度めでたく断

髪式も終えられまして、フランス人に生まれ変

わっておいで頂きました。 

 時間はたっぷりあるとのことですので、宜し

くお願い申し上げます。 

       

 

    内部卓話 

 

   就学前教育について 

    ～意外と知られてない現実～ 

 

               渕田秀雄会員 

１．前回のおさらい 

幼稚園…明治５年の学制発布時から規定されて  

    いる幼児教育施設を起源。 

    →監督官庁：文部科学省…教育施設 

 保育園…工場で働く人や出征軍人のための 

    託児所等を起源。 

   →監督官庁：厚生労働省…社会福祉施設 

地方の保育が危ない 

 税と社会保障の一体改革（内閣府） 

  子ども子育て新システム 

 ・幼保一体化 → 総合こども園 

 ・個人給付  → 保育の株式会社参入による 

         市場化 

 ・要保育認定 

※選挙後、廃案もしくは変更の方向で→今後利 

 用者等の意見を尊重しつつ検討 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 伊久美寛志 １０６ ３０ ７６ 

準優勝 岩本泰典 ８７ １３ ７４ 

３位 水野虎彦 ９５ １９ ７６ 

４位 山口令二 １１４ ３６ ７８ 

５位 漆野智康 ９１ １２ 79 

ＢＢ 塚本哲也 敢闘 武末憲一  

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  OUT３H 伊久美寛志  OUT6H 武末憲一 

  ＩＮ 13H 板井英朗    ＩＮ 17H なし 

ﾄﾞﾗｺﾝ  
 OUT8H  岩本泰典  塚本哲也 

 ＩＮ16H  浦田繁喜  漆野智康  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ    
70歳以上 岩本泰典 44・43・87 

６9歳以下 漆野智康  49・42・91 

      ２月のゴルフ愛好会ご案内２月のゴルフ愛好会ご案内 
   日 時: ２月１０日 (日) 

    ９時４１分スタート       

  場 所: 球磨カントリー倶楽部 

    １月の月例から間がありませんが、多数の 

    ご参加をお願い致します。 

市区町村別にみた合計特殊出生率の上位・下位30位 

資料；人口は総務省統計局「平成１７年国勢調査」に基づき、 

   不詳人口を按分したものである。 



２．人吉・球磨地方のこれからの幼児教育 

 全ての市町村で人口減少 

 （就学前児童約9,000名） 

 しかし、合計特殊出生率が高い市町村が密集

する地域として、厚生労働省少子化対策室に注

目されている。 

※合計特殊出生率…統計上の出産可能年齢（15  

 歳から49歳）の女性１人当たり何人子ども         

 を出産しているかの指標 

※島嶼（離島）地域を除く本土地域の市町村 

 は、合計特殊出生率上位30市町村に全国で４ 

 か町村しか入っていない。 

※少子化対策として、女性の社会進出による生 

 活の安定、夫の家事・子育て参加（育メン） 

 等を推し進めているが…そういった施策が進 

 んだ都市部はどうか?（東京23区中12区が 

 ワースト30に）  

 なぜ？  

収入が多いわけではないが…3世代同居世帯が

多いことによる多子世帯が多い。 

→家庭内でお互いに協力し合って子育てする環 

 境が伝統的にできている（守られている）。 

出産可能年齢層（青壮年層）の都市流出による

人口減少は進んでいる。 

人口を増やし、地域に活力を与えるためには 

①若者の流出を防ぐ 

 働く場所の確保…ワークシェア 

 新たな産業の創出 

 県の施策による人吉球磨地域 

        「フードバレー構想」 

②さらに出生率を上げる 

 子育てしやすい環境づくり。 

 育児休暇…雇用側としても確保しにくい、労 

 働者側も取りにくいのが現実 

 現実的には、育児時間導入による短時間勤務 

 やワークシェア 

 地域の活力は、若青壮年層人口増加が必要。 

 私たちでも何かできることがないか、考えて

いきたいですね。 

 

【ニコニコ箱委員会】      片岡忠雄委員 

・有村会員 ①片岡さん、瑞宝双光章おめでと 

 うございます。②慶山RC人吉RC第13次調印式 

 無事終了致しましてありがとうございまし 

 た。                 

・浅野幹事 無事退院しました。今後は体第一 

 に努めて参ります。尚、ゴルフはおおいに 

 やって構わないとのことでしたので今月より 

 再開しますので宜しくお願いします。  

・水野会員 渕田会員、卓話ありがとうござい 

 ました。私にとって４人目のハードルは高す 

 ぎました。３人の娘たちに期待したいと思い 

 ます。本日は謝礼もございませんのでニコニ 

 コに代えてお礼申し上げます。        

・鳥井会員 渕田会員、就学前教育についての 

 卓話ありがとうございました。何においても 

 子どもの減少は日本の将来を大きく左右する 

 ことがわかりました。有難うございました。 

                                      

・中島会員 新年会で金婚を祝っていただきま 

 した。満50年までには８ヶ月残っていますの 

 で８ヶ月後、無事に金婚を迎えたならば後半 

 分のニコニコとＲ財団へ寄付します。頑張り 

 ます。                              

・立山会員 幹事が手術されたこと知りません 

 でした。ご快復おめでとうございます。あと 

 半年の任期今までのように元気いっぱい僕た 

 ちを引っ張って行って下さい。 

・齊藤会員 ゴルフの優勝ありがとうございま 

 した。足のリハビリに始めたジョギングで足 

 腰が少し戻り、自信が出てきました。ご一緒 

 していただいたメンバーの皆様、楽しいゴル 

 フありがとうございました。          

・大久保会員 結婚祝ありがとうございまし 

 た。                              

・岩本泰典会員 結婚・誕生祝いありがとうご 

 ざいました。ゴルフのべストグロス賞もあり 

 がとうございました。大久保君がゴールド 

 マークから打っただろうと申しましたが、若 

 い人達同様白マークです。            

・伊久美会員 誕生祝、1月ゴルフ会優勝、 

 OUT№３ニアピンいずれも感謝致します。 

                     

・戸高会員 韓国慶山ロータリークラブとの 

 第13次姉妹締結調印式の際、多くの看板のご 

 依頼をいただきました。お世話になりまし 

 た。                                

・堤脩会員 早退します。              

・中川会員 お葬式のため、早退します。 

                    

・友永会員 手術のため早退致します。  

・延岡会員 早退します。              

 

【Ｒ財委員会】 

・中島会員 新年会で金婚を祝っていただきま 

 した。               

 

【米山記念奨学委員会】   

・片岡会員 私の祝賀会にたくさんの会員にご 

 参加いただきありがとうございました。 

                   

・山賀会長 片岡会員の｢瑞宝双光章」受章の 

 祝賀会、誠におめでとうございます。益々の 

 ご活躍を祈念します。         

 

          点 鐘  山賀勝彦会長 


