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 “梅は咲いたか、桜は未だか

いな”と云う端唄があります

が、まさに、梅の花は散り落

ち、桜の花が徐々に咲き始めま

した。 

 まず、今週は本来ならば、地

区大会をトップでお話しすべき

ですが、３月２日（土）にチェ

ン君など2012年度熊本県内で７名の米山 

奨学生の歓送会が、熊本ホテルキャッスルで行

われましたので、その時の様子をまずご報告致

します。 

 人吉ロータリークラブより、伊久美米山奨学

会理事・中島米山学友会副委員長・片岡カウン

セラーと私が出席いたしました。本年度の７名

の米山奨学生と、熊本大学、熊本県立大学、崇

城大学、熊本学園大学の夫々の学長や、奨学生

世話クラブのカウンセラー・会長などの出席の

元、終了式が挙行されました。 

 まず、伊久美奨学会理事のご挨拶の後、めで

たく学位を取得した７名の奨学生へ終了証を贈

呈され、また、一年間ご苦労されたカウンセ

ラーへ感謝状が贈呈されました。最後に米山奨

学生７名が、夫々自分の今後の予定や抱負など

をお礼の言葉の中に織り込みながら、１人６～

７分ぐらいを掛けて見事な日本語で堂々とス

ピーチしました。ある学生は、母国の外務省に

勤務する事が決定したので、今後は日本との懸

け橋として頑張りたいとか、ある者は母国の大

学で教授となり日本との正しい関係を学生たち

に教えたい等など、熱く話していました。我が

チェン君はチョットおとなしい性格な為に、日

本語が若干他の奨学生より劣るような感じがし

ました。来週はチェン君最後の人吉訪問となり

ます。人吉ＲＣ全員で彼の前途を祝福してやり

たいと思います。 

 さて、３月８日～９日は、国際ロータリー第

2720地区の2012～2013年度の地区大会が大分い

いちこグランシアタにて開催されました。８日

のクラブ例会は、会長・幹事・ガバナー補佐会

議と地区指導者セミナーの為に、中川地区研修

会委員と浅野幹事と私の３人が出席した為に例

会を欠席しました。渡辺会長エレクト、井手幹

事エレクトには大変お世話になりました。 

 また、ヘルスサポート委員会の岡先生には、

“ピロリ菌”についての貴重な卓話ありがとう

ございました。 

 翌日の地区大会には当クラブより38名の会

員・奥様方と８名のローターアクト、それに

チェン君など多くの皆さんに参加して戴きまし

て、誠にありがとうございました。８日・９日

の両日ともに好天気に恵まれましたが、黄砂で

しょうか、花粉が飛んでいるのでしょうか、ド

ンヨリよりと霞んだ空模様でした。９日の地区

大会の模様は、石蔵会員から詳しく報告されま

すので、私は省略し、初日の分と人吉ナイトに

ついて簡単に報告致します。本年度の表彰は、

残念ながら、①出席率向上実績優秀クラブ・②

中島パストガバナー補佐への感謝状だけでし

た。赤池先輩の80歳以上の表彰は申請漏れのよ



うで大変失礼いたしました。次年度は地元人吉市

での開催です。多くの項目で受賞される様に頑

張って下さい。 

 まず、８日の往路は浅野幹事の車で、人吉を10

時30分に出発し、午後からの会長・幹事・ガバ

ナー補佐会議に出席しました。 

 岡村ガバナーの点鍾・挨拶で始まり、“私ども

の賞味期限もあと４ヶ月となりました。”と、任

期が残り少なくなった事が嬉しいかのようにサバ

サバとした様子で話されました。 

 次に、台湾の呉 挂洲ＲＩ会長代理が、お兄さ

んの通訳で講演されましたが、その内容は、昨年

京都大学の山中教授がｉＰＳ細胞でノーベル生理

学賞を受賞され、再生医療や難病の研究への応用

が期待されるが、我々全ロータリアンも一丸と

なって、全世界のｉＰＳ細胞となり、病んでいる

この世の貧困・飢餓・疾病・無教育・ホームレ

ス・紛争を癒していきたいと思います。と、話さ

れました。 

 翌９日のお話では、何か昔の日本を懐かしむか

のように、大友宗麟や、加藤清正などの話しが出

て、端々に日本贔屓の所が覗えました事は皆さん

もお感じになったと思います。サンディエゴでの

ガバナーエレクト研修会の時も、わざわざ日本人

グループの会場で研修を受けられたと云うエピ

ソードを、一緒に研修を受けられた木下パストガ

バナーが話されました。 

 その後は、◎地区委員会報告 ◎前年度地区資

金監査報告◎地区資金現況報告 ◎大会決議案説

明があり、最後に、地区指導者育成セミナーとし

て、田中作次RI会長のお膝元の第2770地区埼玉南

東RCパストガバナーの中村靖治氏の『善き仲間と

共に』とう演題での講演がありました。内容は、

割愛させていただきます。 

 恒例の人吉ナイトは、渡辺エレクトの紹介でフ

グ料理の店でした。ここでは、今回初参加の石蔵

会員と由美奥様へサプライズを計画していたの

で、過日友達が主催して開かれた披露宴の時の

『電撃結婚』と云う号外を皆さんに配布し見て頂

きながら、会場近くのケーキ屋に事前に発注して

いたケーキのローソクの火をお二人で仲良く吹き

消していただき、その後、幸せのおすそ分けと云

う事で、奥様方全員が一口ずつケーキを食べられ

ました。新婚の石蔵カップルのおかげで、例年と

は違った人吉ナイトとなり、楽しい一時を過ごす

事が出来ました。 

 石蔵会員、あらためておめでとうございます。

男性群は相変わらずの親睦の宴でしたが、その中

只一人、どなたかだけは、嬉しそうに別府方面に

タクシーを走らせ消えて行かれたようです。 

 さて、明日16日は次年度会長エレクトセミナー

（PETS）が、人吉サンホテルで開催され、４月２

１日（日）は地区協議会がカルチャーパレスで開

催されます。いよいよ赤山ガバナー年度及び渡辺

会長年度の幕開けです。渡辺会長、井手幹事のご

活躍を心から祈念いたします。 

    浅野 強幹事 
 
 

【連絡事項】 

１．地区大会お礼メッセージ岡村ガバナーより 

２. 人吉市環境課より、クリーン人吉運動早朝 

   清掃の実施並びに協力のお願い。 

    今年は、日本百名城人吉お城まつりの翌日 

  ５月５日午前６時から７時までの実施、   

  詳細は４月に入って環境保全委員会より連 

  絡、お願いをいただきます。アンケートの 

  お願いも来ておりますので、塚本委員長宜 

  しくお願いします。    

３．公益財団法人米山梅吉記念館より  

  ・官報21号の送付 回覧中   

  ・運営基盤強化のための賛助会員募集  

   年間一口3000円    

  ・恒久基金として全国一人100円募金運動も 

   継続中につき協力お願いします。  

  ・春季例祭への参加申し込み案内   

   ４月27日土曜日14時から米山梅吉記念館 

   ホールにて、申込締切は4月15日です。 

   事務局へ連絡願います。  

４．玉名ローターアクト創立記念式典の案内 

  [安達ローターアクト委員長へ]  

【回覧物】     

 熊本水前寺公園ＲＣ週報 

【例会変更、取止め】    
・熊本城東RC；4月8日例会は創立25周年記念例会 
 のため18時半へ変更   
・熊本西RC；4月12日例会はニュースカイ４RC 
 合同例会のため18時半へ変更、4月30日例会は 
 取止め     
・八代南RC；4月2日例会は花見例会のため18時半 
 へ変更    
・熊本東RC；4月2日例会は花見例会のため19時へ 
 変更、4月10日は例会取止め   
・熊本グリーンRC ；4月1日例会は観桜例会の 
 ため18時半へ変更   
・八代東RC；4月4日は花見例会並びに新入会員 
 歓迎会のため18時半へ変更  
 

【来訪者より】 

    2012～2013年度RID2720 

   熊本第６グループＩＭ 開催のご案内 

            那須弘文ガバナー補佐 

          多良木ＲＣ向江富士夫会長 

       ＩＭ実行委員会 成松洋里委員長 

 

 

 

 

 

 

 この度多良木ＲＣがホストとなり、那須ガバ

ナー補佐の下、熊本第６グループの情報伝達と意

見交換、また親睦を目的としたＩＭを下記の通り

開催する運びとなりました。国際ロータリーの今

年度のテーマは「奉仕を通じて平和を」とされて



おり、このＩＭ開催が地元・地域の平和と発展へ

の機会となればと願っていますので、多数のご出

席をお願い申し上げます。 

   日 時；平成25年5月11日（土） 

       受付12時～ 点鐘13時 

       講演14時～ 

         講師；大田黒浩一氏  

            演題は未定 

   場 所：多良木町交流館石倉 

       （多良木駅前）  

  

     村山能史委員 
 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

【親睦委員会】       漆野智康委員長  

     ３月ゴルフ愛好会のご案内 

   日 時: ３月２０日(水)春分の日 

       ９時５９分スタート       

   場 所: 熊本クラウンゴルフ倶楽部 

   多くの参加をお待ちしております。 

 

 

   国際ロータリー第2720地区  

     地区大会参加報告 

                 

                石蔵尚之会員 

 こんにちは。地区大会の報告

をさせていただきます。国際

ロータリー第 2720地区 2012～

2013年度地区大会は、先週３月

８、９の２日間、大分市のｉｉ

ｃｈｉｋｏ総合文化センターを

会場に開催されました。 

 まず、２日目の本会議は、８時半からの登録開

始に合わせて会場入り。外の明かりをふんだんに

取り込む解放感あふれるエントランスで登録を済

ませ、ホストクラブの大分中央ロータリークラ

ブ、７つのコ・ホストクラブの会員の方々のタス

キをかけたお出迎えに期待感も膨らみました。エ

ントランスから会場までは地区全クラブの会長ご

夫妻の写真がズラリと並べられ、当然、いの一番

に山賀会長ご夫妻の写真を探します。それを見つ

けた時の喜び。やはり我がクラブが一番だと認識

させられる瞬間です。 

 大分高校書道部「ドリームガールズ」のパ

フォーマンスで、縦４メートル、横５メートルほ

どの和紙に「心をひとつ」という文字が大きく書

かれます。そして点鐘。日本、台湾、韓国の国歌

を斉唱し、ロータリーソングは「奉仕の理想」。

ソングリーダーは４拍子でなく２拍子です。いつ

も調子を合わせるのに四苦八苦しておりますが、

これなら簡単だと目からうろこ、今度実践してみ

たいと思っています。物故者追悼では母・石蔵美

佐子の写真もスクリーンに映し出され驚きと懐か

しさをおぼえながらこれまでの皆様のご厚情に改

めて感謝した次第です。 

 大会はこの後、開会の辞、来賓紹介、歓迎の挨

拶、ガバナー挨拶、姉妹地区ガバナー挨拶と続き

ます。平岡二三男大会実行委員長の貫禄あふれる

ご挨拶と岡村ガバナーの笑顔が印象に残りまし

た。とあるパストガバナーご婦人が壇上からあわ

や転落、というハプニングには眠気も吹き飛ぶほ

どに肝を冷やしましたが、順調に会議は進みま

す。そして人吉中央ロータリークラブの赤山ガバ

ナーエレクトが紹介され、次年度にむけて「楽し

く活気あふれる活動、コミュニケーションを大切

にし、ガバナーとしての資質向上を図りたい」と

の抱負を語られました。来年はどんな大変な受け

入れ準備が待っているのだろうという不安と、大

会成功に向けての決意を持たされた瞬間でした。 

 昼食を終え、誇らしい瞬間が待っていました。

我がクラブの安達さんのお嬢様でシンガーソング

ライターの天音美広さんが舞台にたち熱唱されま

した。メジャーデビュー前から存じ上げ、新聞紙

面にもたびたび登場していただき、フリーペー

パーには毎月コメントを寄せていただいておりま

す。ご活躍の場が広がって本当にうれしく思いま

した。安達さん本当におめでとうございます。 

 さて、午後の注目は、特別企画のローソン代表

取締役社長ＣＥＯの新浪剛史さんをお迎えしての

「新世代に伝えるべきこと」と題したパネルディ

スカッションです。安倍内閣の産業競争力会議に

も名を連ねられ、会場のあちこちで「これを楽し

みにしてきたんだよね」といった会話を漏れ聞い

ておりましたがさすがに時の人です。聞く人を飽

きさせない明るく軽妙な語り口で、日本人が元来

得意とする付加価値の高い良いものを作り、それ

を外国に高く売るという他国にはまねのできない

国の政策が必要、これが日本の生き残る道である

とのお話をされました。また、若者が面白がる働

き場所を例えば農業や再生エネルギー、ヘルスケ

アなどの分野で創造し、女性が働ける仕事環境作

り、お客が喜ぶことが企

業利益になるといった経

営哲学もお話されまし

た。できればパネルディ

スカッションでなく独演

会にしていただきたかっ

＊届け出欠席  

 馬場・有村・田中・板井・平田・大賀・青木・岩本光・木村 

 本田・友永・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

地区大会3/8；山賀・浅野・中川・延岡 

地区大会3/9；赤池・武末・浦田・和田・石蔵・安達・有馬 

       葉山・本田・井手  

本日の出席率 

会  員  数   67名   80.95% 

出 席 免 除 4名 3 / 1 例会出席率 77.78％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 100％ 



たというのが正直なところでした。なお、昼食

のお弁当はもっと郷土色が出てもいいのではと

思いましたし、大賑わいでした物産品の売り場

ももっと広く、品数が豊富であればより参加者

は楽しめたと思います。 

 大会前日のご報告に移ります。 

 今回マイカーで参加しましたのでバスの中で

どのような珍道中があったのかはわかりません

が、初めての人吉ナイトは、その名のようにあ

やしいものでなく健全で和気あいあいとした食

事会となり、ふぐ料理とお酒に舌鼓をうちまし

た。今回、妻も同伴させていただきましたが、

実は数日前に足首をネンザいたしまして、ホテ

ル入りが遅れた私たちのために道中迷いながら

も人吉ナイトの会場まで道案内をしていただき

ました浅野幹事には大変お世話になりました。

また、サプライズのケーキもいただき心から皆

様には御礼を申し上げます。楽しい新婚旅行と

なりました。驚きましたのは、人吉ナイトの

後、お隣の別府までタクシーを飛ばして二次会

に行かれる方もおられたこと。とにかくみなさ

ん本当にお若いなと感服させられ、結婚して落

ち着くばかりではダメだと教えられたような気

がします。 

 ともかく初めての地区大会の雰囲気だけは十

分に味わい、人吉クラブの皆様の親切と友情の

深さを改めて知る機会となりました。これから

もご指導のほど宜しくお願い申し上げ、地区大

会報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

【雑誌委員会】         

       『人吉ロータリーの友 』のご紹介 

                              立山茂委員長 

 昭和27年、日本は２地区に分かれ、その後44

年で2300を超えるクラブが出来るという世界に

例を見ない発展をとげます。その最初に分かれ

る時に“ロータリーソング”を作り、“ロータ

リーの友”を発刊しました。この当時の勢いや

思いで表紙と裏表紙をつくり、サンドイッチに

しました。逆に、一番にロータリーが大変だっ

たのは戦時中です。しかし、米山梅吉氏の東京

クラブ解散時、「奉仕の理想はあくまでも堅持

したい」の挨拶の言葉どおり、組織は壊滅して

も活動は継続されます。これは驚異に価する事

実です。 

 Ｐ６に、メークアップに行こう、というコー

ナーをつくっています。私がローターアクト委

員長の時、アクトと一緒に青木会員や漆野会員

も多良木ロータリークラブや人吉中央ロータ

リークラブにメークアップに行きました。ま

た、人吉ロータリークラブ50周年のキャラバン

では実行委員長の片岡啓一会員に八代ロータ

リークラブに連れて行っていただき大変勉強に

なった思い出があります。 

 先輩ロータリアンの方は、ぜひ新人をメーク

アップに誘って下さい。 

 Ｐ10には外山ロータリアンの決議23-34の卓話

を載せています。うちのクラブから当時の状況

が手にとるようによくわかる素晴らしい発表が

あったのを誇りに思い、言葉の説明とは別に

コーナーをつくりました。 

 最後に、予算を認め発刊まで応援いただいた

会長、幹事、理事会の皆さんに感謝します。こ

れをきっかけに会員皆様のロータリーの友への

関心が高まることを願います。 

 

【ニコニコ箱委員会】     岩井和彦委員 

・那須ガバナー補佐 地区大会おつかれさまで 

 した。ＩＭ宜しくお願い致します。   

・多良木ＲＣ向江会長 ＩＭのご案内に参りま 

 した。お邪魔致します。               

・多良木ＲＣ成松IM実行委員長 久しぶりに参 

 加させていただきます。5月11日のＩＭへの参 

 加宜しくお願いします。 

・中川会員 向江会長、那須ガバナー補佐、成 

 松パスト会長、ようこそいらっしゃいまし 

 た。歓迎申し上げます。ＩＭお世話になりま 

 す。 

・山賀会長 地区大会への多数の出席ありがと 

 うございました。                     

・浅野幹事 地区大会出席の皆さん、お疲れ様 

 でした。井手副幹事引率お世話になりまし 

 た。人吉ナイトでは方向音痴でなかなか会場 

 に着けず済みませんでした。大分は遠い。                                      

・石蔵会員 地区大会では大変お世話になりま 

 した。ケーキを食べそこねたのが残念ですが 

 皆様のお気持ちに感謝です。         

・鳥井会員 石蔵会員、地区大会の報告ありが 

 とうございました。2人で行うところを押し付 

 けた格好になりましたが、さすが専門家と感 

 心しました。有難うございました。     

・立山会員 お陰様で人吉ロータリーの友を無 

 事発行できました。皆様の御役に立つこと、 

 そして雑誌“ロータリーの友”への関心が高 

 まることを願います。                

・葉山会員 今日は最後までおられますか？成 

 松さんの来訪を記念して。那須ガバナー補 

 佐、向江会長の来訪にニコニコします。 

・安達会員 大分の地区大会で娘の天音美広に 

 お声がかかり、15分程歌いました。山口令二 

 会員より、あれは君と遺伝子が違うと言われ 

 てしまいました。感謝申し上げます。   

・宮原会員 早退します。               
 
【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 米山記念財団理事として、地区 

 米山奨学生卒業式で挨拶、終了状、カウンセ 

 ラーへの感謝状等をお渡しすることが出来ま 

 した。                              
 
       点 鐘  山賀勝彦会長 


