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     山賀勝彦会長 

 

 梅の花が散り落ちるのを見届けるように、

桜の花が一斉に開花を始めました。『春に三

日の晴れなし』と云うように、２０日のお彼

岸の中日に花見を予定していて、ガッカリさ

れた方も多かったのではないでしょうか。し

かし、今日あたりが一番美しく、今週末まで

が見ごろではないでしょうか。 

 球磨川の鮎の稚魚の放流も始まりました。

情報によりますと今年の稚鮎の遡上は例年に

なく多いそうで、この調子では今年は豊漁と

なる事でしょう。 

  １６日（土）の『九電の森ひとよし』植樹

はご苦労様でした。多くの会員が参加された

と聞いております。環境保全委員会の塚本委

員長他、参加された皆さんは大変お疲れ様で

した。 

 １６日(土)、１７日(日)は、会長エレクト

研修セミナーがホテルサン人吉で開催されま

した。渡辺会長エレクトも、ＰＥＴＳが終了

するとエレクトと云う字が取れて、渡辺次年

度会長と呼ばれなくてはいけません。 

 また、地区協議会は４月２１日（日）、人

吉カルチャーパレスに於いて開催される予定

です。クラブの次期会長・幹事・理事・主要

委員会など、重要な次期クラブ指導者たちが

集まる知識・情報交換の場です。地区協議会

の目的は、３点あるそうです。 

 ①会員基盤の維持・増強、②地元や外国の

地域社会で、その地域の実情に即したプロ

ジェクトを実行し成功出来るように、③プロ

グラムへの参加と寄付金を通じ、ロータリー

財団を支援する事、この３点について、ロー

タリーの指導者たちに、必要とされる能力を

育成し、知識を持ち、やる気を起こすように

図る事が地区協議会の真の目的だそうです。

この地区協議会でいよいよ次年度のスタート

です。 

 次に、１９日（火）は、クラブ広報委員会

の家庭集会が葉山委員長宅で開催されまし

た。本年度の広報委員会はIT化を進める事

が、年当初の目標でiPadを購入し、ホーム

ページなどの更新が充実されました。家庭集

会は、委員長他、有村委員・水野委員・それ

に飛び入りの伊久美パスト会長、事務局の緒

方さんと浅野幹事と私の７名で、大変和やか

な家庭集会でした。 

 人吉のベルサイユ宮殿ともいわれる葉山委

員長宅を一度お邪魔したいと云う願いが漸く

叶い、対岸の芳野旅館のライトアップされた

満開の夜桜を借景に、奥様手作りの料理と秘

蔵の泡盛や秋田の日本酒、『新政（あらま

さ）』を全員で痛飲し、すっかり酔ってしま

い有意義な家庭集会でした。 

 先々週に、岡先生にピロリ菌の卓話をして

頂きましたが、今週は私もピロリ菌の検査を

して来ました。丁度会社の健康診断でしたの

で、胃カメラを飲んだ折にピロリ菌の検査も

ついでにやってもらいました。結果はまだ届

いていません。 

 ３月は、節句を始め、卒業式や、進学な

ど、会員のご家庭でもおめでたい事が多い事



とお慶び申し上げます。慶び事は、内に秘めな

いでニコニコ箱・米山奨学会・財団などと、み

んなで喜びを分かち合って頂ければと思いま

す。特別寄付も大歓迎です。（これは各委員会

からのお願いでした。） 

 最後になりますが、本日はチェン君が人吉市

での最後の例会出席となりました。 

 チェン君、崇城大学卒業おめでとう。チェン

君の卒業後のはっきりとした進路はまだ聞いて

いませんが、何処で社会生活を送ろうとも４年

間の熊本での生活と、人吉での一年間の米山奨

学会との関わりを忘れないでください。この一

年間をとても短く感じています。チェン君には

モットモット人吉を知ってもらいたかったので

すが、どうだったでしょうか。アルバイトの関

係で、人吉ロータリークラブの夜の親睦会にも

参加する事ができませんでした。ローターアク

トとの交流例会時に安達委員長宅に、また、中

島パスト会長宅に夫々宿泊し、公衆温泉でみん

なの前での入浴初体験をしました。最近になっ

て大分での地区大会に一緒に出席した事が、人

吉ＲＣとの最後の交流でした。 

 片岡会員にはカウンセラーとして一年間チェ

ン君の世話をして頂きまして大変お世話になり

ました。 

 私どもはこの初めての世話クラブの経験を、

この一年間だけで終わらせるのではなく、この

経験を活かして今後も機会があれば世話クラブ

に手を挙げて米山奨学生のお手伝いが出来れば

と思います。 

 

 

    浅野 強幹事 

 

【連絡事項】 

１．2015～2016年度 ガバナーノミニー侯補推薦 

  依頼、締切5月31日   

２．人吉市商工会議所より、平成25年度民謡民 

  舞九州地区大会開催（4月13日、14日） 

   入場券の販売依頼[ＳＡＡに販売をお願いし 

    てありますので購入宜しくお願いします。] 

【回覧物】        

  指宿ＲＣ、玉名中央ＲＣ，玉名ＲＣ週報 

  ハイライトよねやま  

【例会変更、取止め】    

・指宿RC 4月2日例会は花見例会で場所変更、 

     4月18日例会は軽スポーツ開催18時半 

         へ変更  

・熊本南RC 4月10日は創立記念花見例会18時半 

      へ変更    

・熊本西南RC 4月11日はニュースカイ4RC合同 

            例会18時半へ変更  
 
 
  

    村山能史委員 
 

     

 

 

 

 

  

 

 

【親睦委員会】       漆野智康委員長  

 予定しておりました３月２０日のゴルフは、

雨のために中止となりましたので、再度ご案内

します。 

      ３月ゴルフ愛好会 

    日 時: ３月３１日(日) 

        ９時２４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。 

 

【地区会員増強拡大委員会】 中川貴夫委員長                 

 こんにちは。地区会員増強･拡大委員会から

お知らせです。次年度の会長エレクト研修セミ

ナーが３月１６日、１７日に行われました。 

その後１９日に東京での会員増強委員会に出席

してまいりました。 

 ロータリー会員増強月間が８月となっていま

す。年度の始まる前にセミナー開催をしたいと

会場をあたりましたが、どうしても金曜日しか

空いておりませんでした。人吉ＲＣの例会日で

すが、コ･ホストになっておりますので、山賀

会長、渡辺次年度会長、会員の皆様にご協力を

お願いしたいと思います。 

 つきましては、５月３１日(金)、熊本市国際

交流会館で開催する予定にしております。皆様

のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

Multiple３ PaulHarris Fellow 

    認証ピンの授与 
    伊久美寛志会員 

  

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  

 立山・田中・本田・宮原・葉山・平田・小林祐・塚本・戸高 

 外山・上田 

＊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3/9；山賀・浅野・中川・延岡・伊久美・板井・岩本光 

       片岡啓・北・平田・丸尾・宮原・鳥井・中島・渡辺 

       大久保・有村・山口 

本日の出席率 

会  員  数   67名   82.54% 

出 席 免 除 4名 3 / 8 例会出席率  71.48％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 18名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 100％ 



【米山記念奨学委員会】  
 
    チェン君、卒業おめでとう！！ 

 
 山賀会長より、最後
の米山記念奨学金３月
分の授与がありまし
た。   
               
   
   

 
        カウンセラー 片岡啓一会員 

 チェン君は、今日で最後の人
吉ＲＣの例会訪問になりまし
た。人吉ＲＣにとって初めての
米山記念奨学生受け入れ事業で
あり、私も初めてのカウンセ
ラーを仰せつかり、早いもので
約一年が経ちました。 

 熊本から少し離れたクラブとして世話を引き
受け、奨学生のチェン君が、卒業間近の忙しい
４年生であり、夜の居酒屋でのバイトもあり、
毎月人吉の例会に出席できるか少し心配でし
た。 
 しかし、チェン君の人柄と真面目さで、無事
に一年が過ぎ、皆さんからも気軽に声をかけて
いただき、中島会員や安達会員の家にも泊めて
いただき、ローターアクトの例会にも参加でき
て、すっかりクラブのメンバーにも打ち解けて
きたところでした。そしてチェン君は、お蔭を
もちまして、今日１５日にめでたく卒業式を終
え、社会人の第一歩を踏み出したところです。  
 これからの仕事のこと、将来のことは、彼が
報告してくれるものと思いますが、私もほっと
しているところです。これから数年は日本で仕
事をし、将来はベトナムへ帰ることになるで
しょう。せっかく出来たチェン君との縁を大事
にし、これから先も出来るだけこの縁をつなげ
ていければと思っております。また、ベトナム
の国のことも今年一年でずいぶん身近に感じら
れるようになり、テレビや雑誌等でベトナムの
ことに目が行き、気になるようになりました。  
 これからもこれらの縁を大事にし、人吉ＲＣ
とベトナムとがチェン君の縁で繋がっていけれ
ばと念じております。 
 この一年間、皆さんのご協力、ありがとうご
ざいました。        
            ブ・ゴク・チェン君      

 皆さんこんにちは。今日は最

後でさびしい感じです。 

 思えば皆様の前で最初に挨拶

したのは一年前でした。ドキド

キしました。第１回の例会から

これまで楽しい時間でした。人

吉ロータリーで、中島さんや安達さんの家に泊

まらせて頂いてありがとうございました。片岡

さんにはわかりやすくスケジュールを作ってい

ただき、いつも優しくして頂いてありがとうご

ざいました。奨学生の私はラッキーだと思いま

す。卓話をさせて頂いたことや、皆さんとのコ

ミュニケーションは語学の勉強になり、よい経

験でした。 

 今日は最後ですが、終わりではなく新しく進

みます。あと１年くらいは熊本にいますのでど

こかで会えるかもしれません。自分は１年で成

長したと思います。就職は未だですが、アルバ

イトで本田技研へベトナム語を教えに行ってき

ました。就職できるように頑張ります。 

 皆さん、ありがとうございました。 

 

 

       2013～2014年度 

 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）報告 

           渡辺洋文会長エレクト 

 ３月１６日１７日の両日、ホ

テルサン人吉にて(PETS)会長エ

レクト研修セミナーが開催され

ましたのでご報告いたします。 

 晴れて会長の資格を得る事が

出来ました、2720地区の会長エ

レクトが一同に介したわけですが、同じ境遇の

気の毒な人がこれだけ居ると思うと少し気が楽

になりました。 

 2013～2014年度ＲＩ会長はロン・Ｄ・バート

ン氏、ＲＩテーマが「ロータリーを実践しみん

なに豊かな人生を」米国オクラホマ州ノーマン

ロータリークラブ出身だそうです。 

 １６日(土)午後１時点鐘、参加者紹介や挨拶

の後、岡村泰岳ガバナーはインフルエンザの為

残念ながら欠席でしたが、２時より赤山武興次

期ガバナーの基調講演「国際協議会報告・次年

度ロータリーテーマ及び方針について」、３時

から木下光一パストガバナー地区研修リーダー

による、「次年度に向けて」○ＲＩ世界のロー

タリーが進もうとしている道を理解する、○各

クラブの伝統とどう調和させるか考える、○ク

ラブ会長として、このディスカッションをリー

ド出来るようになる、○ワークショップで新し

い価値を生み出せるようになる、と言う趣旨の

話がありました。 

 ３時半より本田光曠直前ガバナー「始める一

歩」の講話、その後、セッションⅠ小山康直ガ

バナーノミニーによる「国際協議会報告・ロー

タリー財団について」、セッションⅡ木村初

ロータリー財団部門長による「挑戦！未来の

夢」補助金関係のセミナーがありました。 

  ５時５０分に第１日目終了、６時半より親睦

交流会、８時半閉会と言う事で１日目の全日程

を終了しました。 



 翌１７日(日)、午前９時点鐘、その後、次

年度地区財団委員長による次年度地区予算

(案)の説明、９時１０分より中川貴夫会員増

強・拡大部門長による会員増強について。 

 ９時２０分、セッションⅢワークショップ

(グループ討議)。 最近お決まりのパターン

で、「ロータリーの魅力の探求」語ろう私の

心に残るロータリー体験をテーマにグループ

討議がありました。１０時４０分より各グ

ループ代表による発表があり、質疑応答の後

木下光一パストガバナーによる講評、１１時

５０分点鐘でＰＥＴＳの全日程が終了しまし

た。 

 この研修セミナーで、要するに何が言いた

いのかな？と言うと、「寄付を沢山しましょ

うね」「寄付を沢山すれば、その分沢山補助

金が出るので、補助金を利用し事業をして下

さいね」「とにかく会員拡大を頑張って下さ

いね」と言う事でしょうか、ＲＩも財団も資

金難なんだろうなとは思いますが、地区も会

費を増やそうかと言う話を赤山ガバナーエレ

クトもされてましたが、日本はドル箱なの

で、日本の会員が激減してるのはゆゆしき問

題だとは思いますが、日本は人口も減ってる

し、経済もマイナス成長で、現実的になかな

か難しいのではないかと思いました。あんま

り金・金と言われると、かえって会員が減少

するんじゃないかと思います。 

 我々クラブとして出来る事は、無駄をなく

す事、それと組織の活性化ではないかと思い

ます。無駄をなくして、減った分の一部を寄

付に回して貰うとか、事業資金にするとか、

それと、活性化した組織じゃないといい事業

も出来ないだろうし、会員も増えないと思い

ます。 

 以上ＰＥＴＳの報告でした。 

 

【Ｒ情報委員会】     浦田繁喜委員長 
 
『第２回 クラブ研修リーダー育成セミナー』 

         報 告    

  日 時；2013年2月16日(土).17日(日)  

   場 所；大分県労働福祉会館「ソレイユ」

     

 第2720地区第２回クラブ研修

リーダー育成セミナーが大分市

で開催され、出席致して来まし

た。私は、このセミナーへの出

席依頼がありました時に、クラ

ブの将来の幹部育成の為の研修

だと思っていましたので、他に若い方で適任

の方がおられるのでは、と会長に話をしてい

ました。しかし再度の依頼があり現在Ｒ情報

委員長もしておりますし、やはり「ロータ

リーはＮＯはいけないなー」との思いもあり

ました。また最近種々と変化しているロータ

リーの情報を自分の中に取り入れたいと常日

頃思っていましたし、最近のワークショップ

も経験したことがありませんでしたので、参

加することにしました。  

 山賀会長の車に同乗させて頂き、長い道中

を一人で運転してもらい、ただ横に座っいる

だけで申し訳なく、山賀会長本当にお疲れさ

までした。  

 さて研修会の報告ですが、先月２月２０日

の例会で、会長が全体的な会の内容と第一日

の講演とワークショップの事を発表されてお

りますので、第二日目のセミナーの事を伝え

たいと思います。実はもう少し早く報告すべ

きでしたが、会長から預かった会議の録音し

たテープを、私が操作を誤って全部消してし

まうという大失態を起こしてしまいました。

山賀会長には何とお詫びしてよいのか、自分

の不注意・失態に身が細る思いでお詫びを申

し上げました。会長は、「良かですよー」と

言ってもらい、「月信２月号に講師の三木先

生の話がほとんど同じ内容で掲載されていま

すよ」と、アドバイスまで頂きました。 

 第二日目は、一日目と同様に人吉ＲＣ中川

貴夫地区研修委員の司会で開始されました。    

 中川会員には二日間共、立派な司会進行と

会のお世話をして頂き、本当にご苦労様でし

た。感謝いたします。    

 午前９時に開会されてから直ぐ講演でし

た。講師は三木 明ＲＩ研修リーダー［姫路Ｒ

Ｃ，職業分類、歯科で三木歯科診療所 院長

（歯学博士）]でした。 

 最初に、ロータリーの創立期の話から始ま

りましたが、２月のロータリー世界理解月間

で、Ｒ情報卓話を中川会員がされた内容と同

じ話でした。これは前週例会卓話で聞いたよ

なーと思い、他は要点だけメモしておりまし

たが、今回記録誌を頂きましたのでその中か

ら要点だけをお伝え致します。 

 

 ロータリーの奉仕には、まずロータリアン

自身がロータリーの中で人を作る。クラブの

中でお互いに切磋琢磨することによって人格

を磨き自分を高める。そして例会を出たロー

タリアン以外の人々にこの人格の功徳を施

し、その人達の人格を高める。これがロータ

リーの奉仕の本体なのです。『奉仕の心』を

作ることが大切である。また、日本のロータ

リーの創始者である 米山梅吉翁氏は、『奉仕

をするのは、個々のロータリアンであり、ク

ラブではありません』『クラブは、奉仕をす

るロータリアンの心を育てることなのです』



【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・鳥井会員 チェン君の将来に期待します。頑 

 張って下さい。            

・延岡会員 チェン君卒業おめでとうございま 

 した。ベトナムと日本、離れていますが、毎 

 年1月20日同じ誕生日を祝いましょう。 

・渡辺会員 ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミ 

 ナー）が終わって、無事会長の資格が出来ま 

 した。宜しくお願いします。         

・宮山会員 ○本日無事２番目の孫が東小を卒 

 業しました。孫のことになると特別な気持ち 

 になります。○チェン君卒業おめでとう。 

                    

・原田会員 鳥井会員、先日挨拶のアドバイス 

 有難うございました。本日、緊張することな 

 く無事に東小で卒業生への祝辞を述べること 

 が出来ました。宮山会員お孫さん卒業おめで 

 とうございます。挨拶ありがとうございまし 

 た。                  

・和田会員 早退します。伊久美会員、マルチ 

 プル･ポール・ハリス･フェロー３回目の受賞 

 おめでとうございます。        

・齊藤会員 昨年、足の手術のリハビリとして 

 始めたジョギングでしたが、半年で出た出水 

 ツルマラソン、人吉春風マラソンに続き、種 

 子島ロケットマラソン10kmを完走できまし 

 た。沢山の方への感謝の気持ちでゴールしま 

 した。私の中でやっとリハビリが終わった感 

 じです。足腰がやっと戻ったのでこれからは 

 ゴルフに専念しようと思います。    

・板井会員 世界のブルヂストンのタイヤ販売 

 をさせて頂き55年過ぎました。良くあきな 

 かったなと思っています。それだけにブリヂ 

 ストンの品質の良さに信頼があるところで 

 しょう。今日より２４日までカッコばかりの 

 タイヤキャンペーンを行っています。来店す 

 るだけでＴシャツ１枚プレゼント、くじ引き 

 があります。例会にておこがましいこととは 

 思いましたがお知らせ致します。経費の都合 

 上、人吉新聞社様だけのチラシだけです。悪 

 しからず。              

・堤脩会員 早退します。        

 

【米山記念奨学委員会】 

・山賀会長 チェン君卒業おめでとう。今後も 

 頑張って下さい。           

・中島会員 チェン君奨学生終了おめでとう。 

 人吉ＲＣの印象は如何でしたか？いつまでも 

 人吉が記憶に残ってくれる事を願っていま 

 す。                 

・中川会員 チェン君、また会いましょう。頑 

 張って、日本⇔ベトナムの懸け橋となってく 

と述べられています。更には、『例会は道場で

もある』とも言っておられます。  

 毎週例会に赴き、お互いが切磋琢磨する機会

を与えられています。地域に何か足りないこと

を見つけた時には、協力の手を惜しまず差し伸

べることができます。次なる世界を担ってくれ

る若い人々と共にこれらのことを考え、そして

行動して下さい。おそらく一生会うこともない

であろう、遠い国の子供達の健康を願ってポリ

ワクチンを送ることもできます。 

 私のような狭い世界に生きている人間が素晴

らしい方々とお目にかかり、親しく語り合い、

教えを乞うことができるのはロータリーのお陰

です。ロータリーに出会うことがなければ、職

業倫理という言葉さえ知らずに一生を送ってい

たかも知れません。私のような普通の人間が、

日本のあちこちに友人を持ち、遠い国の人々の

お手伝いができる、そんな自分自身が想像でき

ないような仕事をさせていただくのはロータ

リーのお陰です。   

      

 「会員の減少について」   

 その根本的な原因はいったいどこにあるので

しょうか。経済的不況が根本的な原因でしょう

か。そのことも原因の一つであるかも知れませ

ん。しかし、ロータリーが創立され、次々と

ロータリークラブが生まれた1900年代初頭は、 

経済的に豊かな時代であったでしょうか。  

 原因の一つは、ロータリーに魅力がなくなっ

たからです。ロータリーが魅力的であるために

は、先ず私たちロータリアンが、ロータリーの

基本的なルールをしっかり守ることが大切で

す。「昔は良かった」などという思い出話では

なく、ロータリーのあるべき姿を今一度思い起

こさなければなりません。それは「一業一会員

の原則」であり、「規則的例会出席の原則」な

のであります。     

 例会出席の強制には、深い意味があります。

毎週友の顔を見て、友の安否を気遣うことは当

然であり、友から異業種の知恵を学ぶことも大

切であります。ロータリーの目的は、会員同志

が知恵を交換しながら、職業倫理を高めていく

ことにあります。物質的な繁栄や経済的繁栄の

みに目を奪われると、職業倫理が衰退し、精神

の衰退をもたらします。これが昨今のロータ

リー会員数の減少する原因の一つかも知れませ

ん。      

 ロータリーは倫理運動でもあり、世のため 

人のための奉仕の心を育て、そして人を育てる

のがロータリーなのです。   

 

 



 ださい。これからもよろしく!!     

・井手会員 チェン君の前途洋々の将来に、ま 

 た会える日まで！See you again！片岡カウ 

 ンセラーお世話になりました。     

・片岡啓一会員 チェン君が卒業しました。一 

 年間の世話クラブ事業も終了しました。皆様 

 には大変お世話になりました。     

・延岡会員 チェン君卒業おめでとう。  

      点 鐘  山賀勝彦会長 

４月例会予定 
 
４月５日（金）  結婚・誕生祝い 

         ３月ゴルフ表彰 

         ロータリーの友紹介 

         内部卓話 
   
４月１２日（金） 外部卓話 

         元 政府専用機パイロット 

                            橋爪俊輔氏  
 
４月１９日（金） 職場訪問例会 

    （医）愛生会 愛生会長寿センター 

          人吉市南泉田町  
   
４月２６日（金） 環境保全委員会卓話 

         地区協議会報告 

例会欠席のご連絡は 当日10時30分までに 

お願いします。 

 

４月行事予定  

 ４月６日（土） 

   人吉ローターアクト第１例会 

   「花見例会」18時～相良護国神社前 

 ４月１４日（日） 

    ゴルフ愛好会 

    チェリーＧＣ人吉コース９時３１分     
     
   ４月２０日（土） 

    玉名中央ＲＣ３０周年記念式典 

 ４月２１日（日）  

    2013-2014年度 地区協議会 

    人吉ｶﾙﾁｬｰﾊﾟﾚｽ・人吉ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ 

 
    

 

 『ロータリーカード』 
 
  2002～ 2003年度より、日本でもロータ

リー・カードが発行されました。2007年９月

末には、5,000人を上回りました。 

 2007年10月からカード購入額の0.3％がロイ

ヤリティーとして日本事務局へ振り込まれてい

ます。カードで買い物しますと、ポイントがつ

きます。そのポイントを貯めて1000ポイント

（5000円分）になりますと、そのポイントを

ロータリー財団に寄付できます。現金ですの

で、買い物をした個人の年次寄付として実績に

加算されます。 

 2720地区にもロータリー・カード推進委員

会があり、委員長には山崎勝ＰＧ（熊本東）、

副委員長に梶原廣志氏（宇佐2001）です。 

 
 （改訂第3版 ロータリー情報マニュアルより） 

 

 

 

『例会における酒類飲用の可否』 
 
 ロータリーの会合で酒類を供するかどうか

は、各クラブが決定すべきことである。この問

題に関してロータリーは何ら公式の方針をもっ

ていないが、長い間の経験と多くのロータリア

ンが表明した意見によって、少なくとも、その

習慣のない国においては、ロータリーの会合で

は酒類を供しないほうがロータリーのためによ

い。       

         （ロータリー用語便覧より） 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ    Ｒ情報委員会 


