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    山賀勝彦会長 

 

  いよいよ３月に入り、寒さも随分和らいで

まいりました。わが社の前を流れる山田川を

覗くと、久しぶりの暖かさで、水が温んだの

でしょうか、ハエなどの小魚が鱗をキラキラ

させて泳いでいました。魚たちも本能的に水

がぬるくなったのが嬉しかったのでしょう。 

  ３月になりますと、この時期は市内あちら

こちらで道路工事が行なわれているのを目に

しますが、気のせいでしょうか、例年より多

くの場所で工事が行われているようです。先

日は１３兆円を超える巨額の補正予算が成立

し、これで緊急経済対策や復興対策用に本格

的に始動する事が出来て、景気が上向いて行

く事を期待したいと思います。 

 さて、昨年のガバナー公式訪問時に、岡村

ガバナーがホットニュースとして語られた

『例会の出席及び参加』について、我々はど

うなる事かと心配していましたが、先のセミ

ナーに於いて本年度の規定審議会では、これ

らの立法案が否決されたと発表されました。

これを聞いてホッとしましたが、少しは期待

していた人もいたかも知れません。しかし、

例会には従来通り真面目に出席して下さい。

詳細は、浦田情報委員長より報告があると思

います。 

 また、３月は識字率向上月間です。識字率

向上は１９８６年以来国際ロータリーの強調

事項ですが。ユネスコの推計によれば、世界

で１５歳以上の８億人の人々が基本的な読み

書き能力がなく、女性・女子は世界の非識字

人口の６４％以上を占めています。この割合

は１９９０年以降ほぼ変わっていないそうで

す。読み書き・計算能力が社会に与える恩恵

は、議論の余地がありません。識字社会で

は、内戦も少なく、経済発展もより速やかで

あるのが一般的です。また、読み書き能力の

ある人々の方が、地域社会の健康問題につい

て認識しているため、一般的により健康であ

ると云えます。そして女性にとって、読み書

きと簡単な計算を行う能力は、教育的、社会

的、経済的機会への扉を開く可能性がありま

す。辞書の寄贈、学校建設、個人指導者とし

ての奉仕のいずれかの形をとるにしろ、ロー

タリアンは識字率を高める活動を積極的に

行っています。 

 ＲＩ理事会は、世界中で識字能力の大切さ

を強調するとともに、独自の識字率向上プロ

ジェクトを開発し、ロータリアンが世界で行

う非識字根絶の取り組みについて広報する絶

好の機会をロータリークラブと地区に与える

ため、３月を識字率向上月間と定めました。 

 先月のクラブ研修リーダー育成セミナーの

中で、本田パストガバナーが、ベトナムでは

出生届に税金がかかるために生まれた子供全

員には出生届が出されていないそうです。そ

の為に未就学児童が多く、識字率が低いそう

です。しかし、日本のロータリアンも学校建



設やパソコンの寄贈など個々のクラブで奉仕が

行われています。私どもも何をすればこの識字

率向上運動に貢献する事が出来るかを考えるべ

きだと思います。 

 識字能力と云えば、私自身も近頃、一種の識

字力が低下しているように感じます。ものを書

くときには、殆んどパソコンを使用するので、

辞書を引かなくなり漢字をどんどん忘れていっ

ているようです。これも一種の識字能力の低下

ではないでしょうか。身近な識字力の低下にも

注意しましょう。 

 いよいよ 来週３月８日（金）・９日（土）

は大分市イイチコ総合文化センターで地区大会

が開催されます。８日の大会前日は、会長・幹

事・ガバナー補佐会議及び地区指導者育成セミ

ナーがあり、私と浅野幹事は８日より出席しま

す。当クラブより３２名の参加申込みを戴きま

した。多数の参加ありがとうございます。 

 昨年より開催日が金曜日と土曜日になった為

に、参加しづらくなったと云う声を戴いてお

り、もう少し会員に対する配慮をして戴きた

かったと思います。因みに来年の赤山ガバナー

年度の地区大会は、３月１５日（土）・１６日

（日）となっています。地区協議会は研修会で

あるが、地区大会はロータリーのお祭りと云わ

れています。 

 その楽しみの一つは、開催されるその土地の

歴史や文化に触れる事で、思い出に残る親睦の

経験を楽しむ。と、２０１０年の手続き要覧の

５６ページにあります。２時間目をこっそりと

教室を抜け出した学生時代のスリルを思い出し

ての大分市内散策も楽しいでしょう。 

 今回はローソンの新浪(にいなみ)剛史(たけ

し)社長の記念講演が楽しみです。新浪社長は、

本年安倍内閣で、日本経済再生本部の『産業競

争力会議』のメンバーに選出され、その後、社

員の給料アップを発表し話題になっています。

先日のNHKテレビの『ファミリーヒストリー』 

と云う番組で新浪家の特集がりました。弟の博

さんは埼玉医科大学の心臓外科の教授で年間３

００例の心臓手術をされるような有名な方だそ

うです。以上ミニ情報ですが、新浪社長の講演

が楽しみです。出発のスケジュールをもう一度

確認されて、遅れないよう集合して下さい。 

 本日は、中央ロータリークラブの武井会長と

増田幹事が来訪されていらっしゃいます。赤山

ガバナー誕生も間近となり、何かと大変だと思

います。これからのスケジュールなどのお知ら

せだと思います。私どもも、出来るだけの応

援・サポートをしたいと思っていますので、ど

しどし申しつけて下さい。 

これで会長の時間を終わります。 

 

   浅野 強 幹事 

 

【第1３回理事会の承認事項】 

１号議案 韓国慶山ＲＣとの調印式費用の会計 

     処理の件 第10回の理事会で友愛基 

     金から８０万円支出の承認をいただ 

     いていたが、特別会計で予算化して 

     おり、予算通りの執行とする。 

２号議案 ロータリーの友人吉版 180円/人 

     予算オーバーの処理件 広報委員会 

     もしくは予備費の予算で検討する。 

３号議案 九電の森の植樹事業参加者  

     メークアップ扱の件 

     以上、３件の承認を得る  

【連絡事項】 

１．2013～2014年度ロータリー財団地区補助金 

   利用の受給計画書提出の案内(受給計画書 

    提出期限3月末) [渡辺会長エレクトヘ] 

２．2013年度国際ロータリー年次大会（リスボ 

  ン大会）参加旅行募集の案内   

３．第一回くまもと優良景観屋外広告物賞の募 

  集案内募集リフレットを各テーブルに配布 

４．2013年2月のロータリーレートが92円で処 

  理されます。   

５．いよいよ来週は地区大会です。参加者の皆 

  さん宜しくお願いします。例会後で慌ただ 

  しいとは思いますが14時30分にお茶の五木 

  園さん（薩摩瀬）駐車場を出発しますので  

  早めに準備いただいて遅れないように宜し 

  くお願いします。    

６．玉名中央ＲＣ３０周年記念式典参加者募集 

  のお願い。式典４月20日(土) 13:30～ 

【回覧物】     

 八代ＲＣ週報、熊本水前寺ＲＣ 

 

 

 

 

【来訪者より挨拶】 

        人吉中央ＲＣ 武井  章 会長 

                   増田隆二 幹事 

 ホストクラブ会長（武井）増田幹事と訪問い
たしました。2013-2014年度の地区副幹事さ
ん、地区部門長さん、地区委員長さん、地区大
会副実行委員長さんを選任出向頂き、感謝いた
しております。 
 7月よりガバナーとして、舟出・出港に際
し、無事航海出来るように必要な荷物を積み込
むために準備をしています。その荷物とは、
１.地区チーム研修セミナー ２.会長エレクト
研修セミナー（PETS）３.地区協議会 ４.地区
大会（大分）での紹介等であります。ガバナー
ノミニーの時点（5月初会）よりＧ補佐、地区
幹事さんを含め、荷物の勉強会を始め、荷物の



内容、在り方、会場等の検討をし、副幹事さん
の任務担当割りをし、品物の選定等を月１回か
ら今は週１回で準備をしているところです。 
 幸いにも２月23日地区チーム研修セミナー第
３回ガバナー補佐研修会の荷物を無事に積み込
むことが出来ました。 
 今週水曜日の準備会で、忘れ物は？不足する
ものは何か？等を反省し、次回に活かしていく
ようにしています。地区副幹事さんだけで荷を
積み込む人数が不足する分野があります。例会
の時に、地区幹事・副幹事より進捗状況の報
告、副幹事より不足分の依頼をしています。 
 ３月16日～17日の会長エレクトセミナーはホ
ストクラブとして例会場をホテルサン人吉に変
更し、理解してもらうよう３月６日に計画して
います。人吉ＲＣの皆様にもご支援、ご協力、
心温かく見守っていただきますようお願い申し
上げて挨拶といたします。 

 
 
   村山能史委員   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

【親睦委員会】           漆野智康委員長

【ローターアクト委員会】   安達玄一委員長 

 人吉ローターアクト３月第１例会のご案内 

   ３月６日（水）１９時３０分～ 

  『フットサル例会』人吉総合病院体育館 
 

 

  ≪ 寄付の申し出 ≫  
  ロータリー財団・米山記念奨学会 

      友永和宏会員 

「去る２月２４日の還暦

の会では、多くのロータ

リアンの皆様にお祝いし

て頂き、ありがとうござ

いました。家内も大変感

激しておりました。お礼

の気持ち込めまして寄付をさせていただきま

す。今後は皆様先輩方を見習いまして精進し

てまいりますのでご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願い申し上げます。」 

 

 

 国際ロータリー第2720地区 2012-2013年度 

 第２回クラブ研修リーダー育成セミナー 

     受講者３名 修了証 授与 
 
        会長  山賀勝彦 

    Ｒ情報委員長 浦田繁喜 

    地区研修委員 中川貴夫 

  

 

【プログラム委員会】        
          
              新入会員卓話  
        
              石蔵尚之会員 

           [2013年9月14日入会] 
 

 こんにちは。初めての卓話と

なります。 

 まず、先日の卓話にもありま

したので自己紹介をさせていた

だきます。所属は人吉ロータ

リークラブ、入会歴は６か月、

職業分類は新聞発行業です。 

 さて、入会して半年が経ち月日の流れる速

さに驚いているところです。新人として今改

めて自己紹介、決意のほどを話すべきところ

でしょうが、ロータリアンとして知識も行動

も追いついていないふがいない現状ですので

テーマは仕事にちなみ、新聞の読み方につい

てお話させていただきます。 

 テレビや新聞に限らず、報道の基本は事実

を伝えることですが、記者の着眼点はさまざ

まです。まず、ご承知のとおり我々も取材し

原稿を書く時は文章の基本である５Ｗ１Ｈで

整理していきます。５Ｗ１Ｈとは、Ｗｈｏ

＊届け出欠席  

 中村・高山・大久保・田中・戸高・鳥井・中川・小林清・平田 

 尾上・外山・有馬・北・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

地区クラブ研修リーダー育成セミナー；山賀・浦田・中川 

地区チーム研修セミナー；中川・延岡 

人吉中央ＲＣ；友永 

本日の出席率 

会  員  数   67名   77.77% 

出 席 免 除 4名 2 / 15例会出席率  76.19％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 6名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 85.71％ 

３月の誕生祝い３月の誕生祝い

３月の結婚祝い３月の結婚祝い  

  

  

  

  



（誰が）Ｗｈｅｎ（いつ）Ｗｈｅｒｅ（どこ

で）Ｗｈａｔ（何を）Ｗｈｙ（なぜ）Ｈｏｗ

（どうやって）。それに肉付けをして記事に説

得力を持たせます。 

 では、記事の信頼度とは。 

 読者が自らの視点と比べてみて納得いくか否

かの判断によると思います。ひとつの方法とし

て５Ｗ１Ｈではなく、４Ｗ１Ｗ１Ｈを念頭に記

事を読むことです。Ｗｈｙ（なぜ）Ｈｏｗ（ど

うやって）は区別する。その２点をその他の４

つのテーマに照らしてみると何がポイントなの

かが見えてきます。 

 数字も決して正確ではありません。どの数字

と比較するかで違います。パソコンの展示会で

「インターネットの経験は？」とアンケートを

とり、見出しに「ネット人口急増！」とあって

も信用できませんね。例えば、ひとよし春風マ

ラソン会場で「走ることは好きですか」と聞く

のも同じです。 

 ともかく、自分自身をテレビや新聞記者に置

き換えてみること。それだけでニュースが一

層、面白く感じられるかもしれません。 

 コメントは誰にとったのか？も、そこに新聞

社や記者の姿勢、問題意識が見えてきます。各

紙を見比べてみてください。 

 取材をするのも記事を書くのも見出しや写真

の大きさを決めるのも人の判断…。そうしてみ

ると、もっと面白く読めるかもしれません。 

 まとまりませんが、これで卓話を終わりま

す。 

  

【雑誌委員会】 

     ロータリーの友３月号紹介 

           紹介者 立山茂委員長 

 ３月11日で東日本大震災から２年ということ

で特集が組まれています。後半の「あの日か

ら」では陸前高田ＲＣが被災して日本や世界の

ロータリアンからの支援の下、復活するまでの

記録が語られています。 

 ３月11～17日は「世界ローターアクト週間」

です。日本のローターアクトの活動が伝えられ

ていますが、宮古ＲＡＣは、東京・沖縄のＲＡ

Ｃと協同で内閣府が推進する復興支援型地域社

会雇用創造事業の実施団体としての活動を始め

ています。注目して下さい。 

 いよいよ今年号よりＲＩ会長エレクトのロン

バートンさんが登場されます。彼が選んだテー

マは「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人

生を」です。 

 Rotary Momentでは、佐伯RCで美容師の新人

の方が投稿されています。うちのクラブの新人

もぜひロータリーの友に投稿をよろしく。 

ロータリー掲示板では、相変わらずロータリア

ンの会員数の減少が見られます。前年同月比で

448名の減少、１クラブ40名が現在の平均です

から、約11クラブが無くなったのと一緒です。 

 卓話の泉では「長い時間、短い時間」をぜひ

一読下さい。 

 最後のspeechでは静岡県立大教授の本田悦朗

氏が「日本人のこころと平和」について書かれ

ていますが、チェルノブイリの原発事故がゴル

バチョフの「ペレストロイカ」を招き、最後は

国家の崩壊まで行きついた事実を伝えていま

す。違った角度から世界が見え勉強になりま

す。 

 雑誌委員会が一年がけで取り組んだ「人吉

ロータリーの友」次回の例会でお渡しできま

す。楽しみにしていて下さい。 

   

【ニコニコ箱委員会】       片岡忠雄委員 

・人吉中央ＲＣ武井会長 本日は久しぶりにお 

 訪ね致しました。宜しくお願いします。 

                   2,000 

・人吉中央ＲＣ増田幹事 人吉中央ＲＣ幹事も 

 後４ヵ月となりました。今後ともお世話にな 

 ります。              2,000 

・延岡会員 人吉中央ＲＣ武井会長、増田幹 

 事、ご来訪ありがとうございました。赤山ガ 

 バナー年度もいよいよ始動、頑張っていきま 

 しょう。              1,000 

・渕田会員 武井様、増田様、ご来訪ありがと 

 うございます。中央ＲＣでは母がお世話に 

 なっております。          2,000 

・友永会員 還暦のお祝いありがとうございま 

 した。              10,000 

・有村会員 友永先生の還暦祝の祝賀会ありが 

 とうございました。         1,000 

・鳥越会員 結婚御祝ありがとうございまし 

  た。                               2,000 

・原田会員 浅野幹事、先週はオムロンの公式 

 戦に一中ハンドボール部をご招待いただき有 

 難うございました。部員一同に代わり御礼申 

 し上げます。            1,000 

・石蔵会員 勉強の機会を与えて下さりありが 

 とうございました。次回は伊久美会員のお答 

 えも考えておきます。ありがとうございまし 

 た。                2,000 

・馬場会員 お手元にチラシがございますので 

 ご覧下さい。今度3月13日、オペラ｢アイー 

 ダ」に使者役で出演いたします。毎夜熊本に 

 練習に通い、イタリアの先生の指導を受けて 

 います。大変勉強になっております。よろし 

 ければ演奏会にお出で下さい。誕生日のお祝 

 いありがとうございました。     1,000 
 

          点 鐘  山賀勝彦会長 


