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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  岩本光義ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 

     

    山賀勝彦会長 
 

 春もすぐそこまで来ているようですが、ま

だまだ寒い日が続いております。庭の梅の花

もすっかり開花し、大畑の梅園の方もそろそ

ろ見ごろではないでしょうか。 

 先週の日曜日に、人吉市と錦町で開催され

ています恒例の植木市に行ってきました。 

 気のせいか、業者さんの出店数も近年少な

くなったように感じ、チョット寂しい気がし

ました。その中で面白いものを見つけました

ので買って来ました。その木は新品種の[ぽろ

たん]と云う名前が付いた『栗の木』です。 

実がなるとその実は大きく、レンジなどで焼

くと渋皮が簡単に剥け、便利であると云うの

が特徴で、現在人気が出ているようです。 

桃・栗三年、柿八年と云いますが、この栗の

実を食べるまで果たして生きているのかが心

配です。 

 さて、先週金曜日は、米山奨学会の家庭集

会が行われ、チェン君の送別会の件を含め

色々討議されました。 

 翌日土曜日は、熊本市民会館で『全国ロー

ターアクト研修会』が開催されましたが、安

達委員長と渡辺会長エレクト・井手幹事エレ

クトが人吉ローター・アクトを連れて参加さ

れました。安達委員長の方から報告があると

思います。 

 また、同じ土曜日に、私は熊本市水前寺の

熊本テルサホテルで開催されました『クラブ

管理運営セミナー』に出席しました。 

 第２７２０全地区より約１５０名程の参加

がありました。その内容を簡単にご紹介しま

す。 

 ２００６年から、ＲＩは『クラブ・リー

ダー・シップ・プラン（CLP）』と『長期計

画』と云う新たなプロジェクトを試験的に運

用開始しましたが、この中で『長期計画』

は、２０１１年１１月に、『戦略計画』と云

う名前に名称変更され、クラブ管理運営部門

の活動計画の柱として、各クラブに戦略計画

委員会の設置を促しました。 

 人吉ロータリークラブにも是非この『戦略

委員会』の設置が必要だと思います。 

 そして、この戦略委員会は、次の点を考慮

に入れて立案する事を推奨しています。 

①クラブの元指導者、現指導者、次期指導者 

 が立案にかかわる。 

②幅広い見解や意見を取り入れるために、ク 

 ラブ全員、又はクラブ全体を反映できるよ 

 う多様な代表者が立案に参加する。 

③全ての意見を考慮に入れる。 

④公平な立場をとる進行役や少人数の進行役 

 が、立案会議の司会を担当する。 

⑤クラブの目的が地区目標およびRI 戦略計 

 画の優先事項と目標に沿ったものとなるよ 

 う、十分に検討する。 

⑥毎年見直しを行ない、必要に応じて優先事 

 項や年次目標を修正する。 

 以上、６項目なるものを、クラブ管理運営

部門の活動計画の柱として下さいと言われま

した。また、セミナーは、木下光一パストガ

バナーの『戦略計画の理念とクラブでの展

開』と云う題目で講演されましたが、その内

容は、先程の６項目のものと同じだと思いま

す。これらの『戦略計画』の目的と、『目標



実施の考え方』、『RIのこれからの方向につい

て』は、次年度渡辺エレクトに引き継ぎたいと

思います。 

 また、明日１６日(土)と１７日（日）の二日

間、大分市での『クラブ研修リーダー育成セミ

ナー』が開催されますので、人吉から中川地区

研修委員が主催者側として参加され、浦田情報

委員長と私とで参加して来ます。 

 最後に１７日（日）は『第１０回ひとよし春

風マラソン』が、開催されます。本年もワコー

ル女子陸上部の福士加代子さん等のゲストラン

ナーを迎えて、全国から６５６０人のエント

リーがあっております。地元も「つぼん汁」・

「赤飯」・「ぜんざい」を夫々６０００食を用

意して、万全の体制のおもてなしを準備されて

います。沿道の応援用の小旗にもゼッケン番号

と県名を入れて、応援しやすいように工夫され

ているようです。会員のみなさんも是非お揃い

で沿道に出て応援されて下さい。 

 これも、奉仕の精神・『おもてなし』の一環

と云う事で、人吉の観光の為に役立つと思いま

す。 

 

   浅野 強 幹事 
 

【連絡事項】 

１.2013～2014年度会長エレクト研修セミナー 

 （PETS)開催の案内［渡辺会長エレクトへ］ 

２．台湾稲江ロータリー26周年記念行事の案内  

  2月26日（火）[祝電を打っておきます] 

３．地区大会参加者の皆さんへご連絡 

  3月8日(金)例会終了後の薩摩瀬の五木園さ 

  んの駐車場をお借りしましたので14時25分 

  を目処に集合願います。30分に出発しま 

  す。詳細はＦＡＸで確認をお願います。 

【回覧物】     

  指宿ＲＣ週報    

【例会変更、取止め】［掲示板］   

  熊本南ＲＣ、熊本北ＲＣ、熊本中央ＲＣ、 

  指宿ＲＣ、八代南ＲＣ、芦北ＲＣ  

  

    村山能史委員   

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  

大賀・中村・丸尾・渕田・塚本・高山・本田・水野・木村 

山田・外山・馬場・尾上・漆野・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

赤山ＧＥ準備会議；延岡 地区クラブ管理運営セミナー；山賀 

全国ローターアクト研修会；渡辺・安達・井手 

本日の出席率 

会  員  数   67名   76.19% 

出 席 免 除 4名 2 / 1 例会出席率  80.95％ 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 5名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 88.88％ 

 

 

【環境保全委員会】   片岡忠雄副委員長 

 ファックスでご案内をしております環境保

全委員会からの「九州ふるさとの森づくり:植

林」ですが、本日が募集締め切りとなってお

ります。参加ご希望の方は本日までにご連絡

をお願いいたします。 

 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

 

 第２５回全国ローターアクト研修会報告 
 

 ２月９日～１０日の二日間、

第２５回全国ローターアクト研

修会が熊本の市民会館崇城大学

ホールで行われました。ちょう

ど１３年前の2000年にも熊本で

全国研修会が行われ、それから

アクトの森活動が始まったそうで熊本では２

回目の開催になります。 

 人吉からは渡辺副会長と井手副幹事に出席

して戴きました。次年度に2720地区の年次大

会が人吉で行われますので、お誘いしたとこ

ろ快く出席戴き、そして突然で予定もしてい

なかったロータリー部会の代表者会議へも出

席され、全国の地区新世代委員長やアクト委

員長、他役員の皆さんと発表や研修をして戴

きました。心より感謝申し上げます。 

 登録者はロータリー374名、アクト600名と

約1000名の登録があり、活気あふれた記憶に

残る研修会だったと思います。熊本県のロー

ターアクト、インターアクト・ライラの提唱

クラブでもある熊本ＲＣ・熊本東南・熊本城

東・熊本グリーン・熊本南・そして八代ＲＣ

は全員登録でバックアップされたみたいでし

た。 

 １日目の開会式では、日本で初めてのアク

ト出身のガバナーである岡村ガバナーから熱

いメッセージが発信され、そして全国から集

まったローターアクトへの歓迎挨拶は、2720

地区アクト代表の藤原拓一郎君が行うはずで

したが、不覚にも２～３日前にインフルエン

ザに罹ってしまい、一人別室に隔離されてい

ました。本番でのリタイアはさぞ無念だった

と思います。来賓の挨拶の後、アクトは、熊

本城に移動し各地区を班に分けてのクイズ解

答式のウォークラリーを体験しました。 

 人吉のアクトメンバーもアテンド役として

北海道と福島県のアクターを案内したそうで

す。 

 案内役は皆、勉強会を何回も重ね、熊本城

の歴史やアクト検定の試験の為の勉強を相当

したみたいです。２日目にローターアクト日



本一を決めるアクト検定もあり１日目のウォー

クラリークイズと各地区への課題テストありの

中身の濃いプログラムだったと思いました。

ロータリーやアクトの目的や意義についての知

識はひょっとしたら私達よりあるかもしれませ

ん。  

 ２日目の基調講演はタイより来日された、

チェンライＲＣ会長エレクトの原田義之氏でし

た。この方はＲＩ2680地区高砂青松ＲＣからタ

イのチェンライＲＣへ移籍をされた方です。宇

土ＲＣの作守順子パスト会長とフェイスブック

友達の繋がりから岡村ガバナーと繋がり、是非

アクト達に原田氏の活動を聞かせたいとの思い

から講演されることになったそうです。 

 原田氏はタイ北部のアカ族(中国元の時代頃

から次第に追われタイ北部に移り住み着いた少

数民族) への奉仕をされています。 

 識字率が５０パーセントくらいの貧しい少数

民族です。識字率が低いためにまともな職につ

けずに麻薬の運び屋や売春に走りエイズを持ち

込む。そんな環境で暮らす現地の子供たちとの

絆を深めながら活動されている原田先生の体験

談を伺いアクトの活動を見つめ直し、活動の在

り方を考える機会としたいという思いが込めら

れていたように感じました。私も原田氏の本を

今読んでいますが、分かりやすく素晴らしい講

演でした。アクターたちの心にもその熱い思い

や行動力が届いたと思います。 

 詳しい内容は、後日ガバナー月信に掲載され

ると思いますのでご確認ください。 

 そして最後の閉会式での坂口瑞穂実行委員長

の挨拶は私達の瞼を熱くする程立派な挨拶で締

めくくりました。そして最後の最後に岡村ガバ

ナーの粋な計らいでインフルエンザの藤原拓一

郎代表を檀上にマスク姿で立たせたら、会場の

感動と喜びにあふれた全国のアクター達から惜

しみのない拍手を受けていました。 

 以上報告とさせていただきます。 

 

【米山記念奨学委員会】 

 山賀会長より、２月の米山記念奨学金授与と
チェン君より里帰り報告がありました。   
                 
           ブ・ゴク・チェン君      

 私にとって、ベトナムのお正月は６年ぶりで

す。６年ぶりで家族と友達との話すのが憧れま

した。お正月の食べ物とかお正月の雰囲気とか

すごく新鮮的でした。旧暦の元旦

の前には日本に戻ってしまって、

なんか残念です。ベトナム２週間

を楽しんで帰ってきました。 

 

 

【ロータリー情報委員会】 

             

       月 間 卓 話 

 

             中川貴夫副委員長 

 ２月は、ロータリー世界理解

推進月間です。１月のロータ

リー理解推進月間の世界版で

す。本来であれば、私のロータ

リー情報卓話は、１月にしなけ

ればいけなかったのですが、私の怠慢と、人

吉ＲＣクラブの事業・調印式とが重なり２月

になってしまいました。申し訳ありません。 

 先週の会長の卓話の時間に山賀会長より世

界理解推進月間のお話がありましたので重な

らない部分でお話をしたいと思います。 

 申し遅れましたが、私は、今年度ロータ

リー情報委員会で副委員長をおおせつかりま

した、ロータリー歴１７年と８ヶ月、職業分

類は、自動車整備の中川貴夫（タツオ）で

す。よろしくお願いいたします。 

 ロータリー情報月間卓話は、全然面白くな

くて、先輩会員の皆様は、知っていることば

かりなので申し訳ありませんが新会員さんに

知ってもらうためと思いご勘弁下さい。 

 新会員の皆さんが、他所のクラブにメーク

アップされ自己紹介または、卓話する場合、

必ず自分のロータリー歴と職業分類で話しを

進めていく事が自分を知ってもらうために良

いと思います。その為に、クラブ協議会で

は、必ず、ロータリー歴年数と職業分類を伝

え、報告・卓話をすると言う事を先輩ロータ

リアンから教えて戴きました。是非、励行よ

ろしくお願いいたします。因みに、歴年数と

職業分類は、人吉クラブの栞に書いてありま

す。 

 まず、「ロータリーとは？」から始まるの

ですが、これは皆様ご存知のようにロータ

リーの友の４ページに必ず書いてありますの

で当然ご存知だと思いますが？ 

 1905年２月２３日（明治３８年）にシカ

ゴ・ロータリー・クラブが誕生しました。シ

カゴの弁護士ポールＰ.ハリス、ガスターバ

ス・ローア、ハイラム・ショーレ、シルベス

ター・シールが会合に出席したそうで、これ

が世界初の奉仕クラブ、シカゴ・ロータ

リー・クラブの始まりだそうです。 

      人吉ローターアクトクラブ 

          ２月 第２例会のご案内 

    ２月２０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！  



 それでは、何故？ロータリー・クラブを作っ

たのか？ 

 よく言われるのが「友達が欲しかった」た

め・・・・と言われます。 

 また、２０世紀初頭のシカゴの街は、著しい

社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目に

ついていたそうです。だから、信頼のおける親

友関係まで発展する、また、公正な取引が出来

る仕事上のお付き合いも出来る仲間を増やした

いとの趣旨でロータリー・クラブという会合を

考えたそうです。これが、ロータリー・クラブ

における基本的な一人一業種｛職業分類制度｝

であると思います。 

 現在は会員数５０名以下の分類は５名まで同

分類が入会することが出来る、また、５０名を

超えるクラブは、その会員数の１０％以下と

なっていますが、これは現在会員の同業種の会

員に確認する事が望ましいと思います。 

 ところで、話しは変わりますが、ロータリー

の例会場に日本国国旗が掲げてあるのは何故で

しょう。 

「日本の国で例会をするのだから国旗があるの

は、当然である。」と考えるのが普通ですよ

ね。ところが、そうとばかりも言えないようで

す。 

 それは、昭和８年頃からぽつりぽつりと右翼

や軍閥の弾圧がロータリーに加えられる様にな

り、右翼の連中が実際的に京都クラブにはじめ

て殴り込みをかけて来たそうです。例会を開こ

うとしておりましたところ、右翼の一団が流れ

込んでまいりまして、「お前たちはアメリカに

本部が置かれているスパイ活動を行う団体で、

忠君愛国の理念を否定しようとするものである

から、この例会はあくまで妨害してやるぞ」と

すごんだそうです。 

 時の京都クラブの会長石川芳次郎、この人は

戦後ガバナーも務めた方ですが、この人は理論

的にも優れた人でございまして、壮士の一団に

向かいますと、「我々は地域社会の代表職業人

として、例会に出て心を磨いているのです。心

を磨けば地域社会は明るくなる。地域社会が明

るくなれば国家社会が明るくなる、と言う事

で、我々は天皇陛下のおん為にも、また例会活

動をやっているので、あなた方の考えるような

運動団体では無いのですよ。」と陳弁したとこ

ろ、言葉に窮し、「それならば証を立てよ」と

言う事で、「それでは証を立てましょう。」と

石川芳次郎は、「我々は、天皇陛下のおん為に

も例会活動をやっているのだから、例会場に必

ず国旗を掲揚しよう。」 次に、ロータリー・

クラブの例会では歌を歌う、今まで国歌を歌う

慣例はないが、必ずロータリーソングの前に国

歌を斉唱するようにいたしましょう。これが

我々の証です。」といったら、壮士連中は参っ

て、「それだけの事を仰るなら阻止することも

ありません。」と退散して行ったと言う事だそ

うです。 

 この情報がガバナーを通じて全日本のロータ

リー・クラブに伝えられ、それ以来日本のロー

タリー・クラブは例会場に国旗を掲揚し、例会

を始めるに当たって国歌を斉唱するという慣例

が出来上がったのだそうです。 

 これがそのまま戦後の日本ロータリーに持ち

越され、例会場に国旗を掲揚し国歌を斉唱する

という慣例として行われています。 

 明日、２月１６・１７日（土・日）は、大分

において地区研修リーダー委員会が１泊２日で

開催されます。地区研修セミナーにおいて、ま

ず研修委員が勉強してもらい、各クラブでロー

タリーについて会員に指導して戴く言う事で、

第２回目が開催されます。今年は、山賀会長と

浦田情報委員長が勉強に行かれます。 

 私は、地区委員なので準備があり、お二人よ

り早めに出発いたします。気を付けてお越しく

ださい。来年度の渡辺会長の時も研修委員会は

あると思いますので、その当たりを検討されて

人吉ＲＣクラブの委員さんを決定下さい。よろ

しくお願いいたします。 

 これで、ロータリー情報委員会卓話を終わり

ます。ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】    小林祐介委員 

・立山会員 安達アクト委員長全国研修会ご苦 

 労様でした。参加した娘が「よかったよ」と 

 興奮して帰ってきました。帰りの車の中では 

 秋の人吉地区大会はみんなで盛り上げようと 

 誓い合ったと言ってました。親もアクトに入 

 れてよかったと一安心でした。    1,000 

・岩本会員 ２月８日の会報（内部卓話）に慶 

 山ＲＣのことを稻江ＲＣと書いてしまいまし 

 た。訂正してお詫び申し上げます。  1,000 

・青木会員 早退させて頂きます。   2,000 

・有村会員 早退致します。      1,000 

・友永会員 早退致します。      2,000 

 

【米山記念奨学委員会】 

・宮原会員 チェン君ようこそ。あと少しで卒 

 業ですね。残り少ない奨学生活を頑張って下 

 さい。               1,000 

・山賀会長 チェン君！あとわずかな学生生活 

ですが、残り２ヶ月を頑張って下さい。 1,000   

                  

 

          点 鐘  山賀勝彦会長 
 

 


