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    山賀勝彦会長 
 

 新茶の季節となりました。我がクラブのお二

人のお茶屋さんも、今が仕入れなどで一番お忙

しい時期だと思います。 

 さて、今月は３日の例会が休会で、先週が早

朝例会でしたので、久しぶりのホーム会場での

例会となりホッとしています。 

 １１日(土)は、熊本第６グループ那須ガバ

ナー補佐主催の『ＩＭ(ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)』

が、ホストクラブの多良木ＲＣで開催されまし

た。人吉ＲＣから28名の会員さんに出席頂き、

ありがとうございました。お疲れ様でした。後

日談ではＩＭの帰りに日頃の運動不足を補う為

か、友愛の広場で猪汁とおにぎり等を食べ過ぎ

た為か、多良木駅から一駅歩かれたグループも

あったと聞きました。こちらもご苦労様でし

た。 

 ＩＭについては皆さんご存じだと思います

が、都市連合会とも云われ、『ロータリー情報

マニュアル』によると、近隣都市の数クラブが

集まって開かれるロータリーの会合であると書

いてあります。討論の主な内容は、五大奉仕部

門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログ

ラムを検討するとあります。クラブ会員全員参

加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識

を広めることであって、さらに、会員にロータ

リー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために

開催される。決議や決定はない。とあります。

また、ＩＭへの出席はメークアップとなりま

す。Ｉ Ｍ と 似 た よ う な も の に『Ｉ Ｇ Ｆ』

（intercity general forum）がある。ＩＧＦも

厳密にはＩＭの一会合であると記されていまし

た。 

 久しぶりのＩＭでしたが、私が今まで参加

し、印象に残っているのは2006年の人吉中央Ｒ

Ｃ赤山ガバナー補佐主催で、現在のサンホテル

で開催されたＩＭでした。その時の記録誌を見

ると、いくつかの分科会に分かれて勉強会が行

われていました。我がクラブは片岡会員が『国

際奉仕部会』部門のリーダーで、武末会員がサ

ブリーダーとなり、『国際奉仕の活動効果と問

題点』と云うテーマで討議されました。その時

は私も記録係に指名され、各クラブの発表をま

とめ原稿を片岡リーダーへ提出するという役で

したが、現在のようなUSB等が無い時代だったの

で大変苦労した記憶があります。その後は芦北

クラブの主催で『うたせ船』ＩＭや、水俣ＲＣ

のチッソ工場・リサイクルセンター見学が印象

に残っています。 

 さて、今回のＩＭで記憶に残っているのは、

記念講演の『大田黒浩一』氏の「言葉のちか

ら」と云う演題で約１時間半に亘りオモシロ、

おかしく講演されました。学生時代に『ばって



ん荒川』さんと出会い、その縁で熊本放送のオー

ディションを受けたところ優勝し、それ以後はRKK

の番組（とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元

気）を中心に、25年以上に亘りタレントとして活

躍し、特に『全日本熊本弁愛好者連盟』会長を務

めていらっしゃるそうです。講演内容は笑ってい

て全然覚えていません。ただ、むっつりとした人

は一日二～三回、割り箸を口にくわえて、口をイ

と云う形にして顔の形を筋肉に覚えさせて社会生

活を送りなさい。と云う部分だけが強く印象に

残っています。 

 最後に、次年度が本格的に始動いたしました。

13日には渡辺次年度会長宅で次年度役員・理事会

が行なわれ、渡辺会長より次年度のテーマが発表

され、決意を語られました。いよいよ来週から次

年度委員長会が始まり、クラブ管理運営部門の委

員会と奉仕プロジェクト部門の委員会が開催さ

れ、次年度の方針・計画が検討され決定します。 

 これで、いよいよ人吉ロータリークラブの2013

～2014年度がスタートします。改めまして渡辺会

長・井手幹事他委員会の皆さんのご活躍を祈念い

たしまして、本日の会長の時間を終わります。 

 

     

     浅野 強幹事 
 

【第１７回定例理事会の承認事項】 

１号議案 コピー機購入の件 

 老朽化で故障中、代替え部品なく修理不可 

 代替え品借用にて対応中。プリンターも故障し 

 ており買い替えが必要につき、複合機の購入を  

 したい。維持費の削減（インク代） 

 [モノクロ複合機256ｉ 5年ﾘｰｽ6930円/月]承認  

【連絡事項】 

１．慶山ＲＣとの青少年交流事業について正式に 

  整合がとれましたのでお知らせします。結論 

  のみ申し上げます。8月末に青少年10名と会員 

  夫婦10名の来訪が決定しました。 

２．日本百名城人吉お城まつりへの協賛のお礼    

  [掲示板へ]  

３．玉名ＲＣ30周年記念式典参加お礼[掲示板へ] 

４．米山記念奨学委員会より、卓話についてのお 

  知らせ。次期クラブ会長・幹事・米山記念奨 

  学委員長、是非呼んで下さい とのことです。 

５．ベトナム小学校へパソコン購入資金支援につ 

  いて[5月10日（金）友愛基金より支出し、肥 

  後銀行より電信送信しました。7846ドル22セ 

  ント 80万円 ] 

６．ブライダル推進委員会よりブライダルパー 

  ティーの案内[水野職業奉仕委員長へ]  

７．ロータリー補助金ニュース[掲示板へ]  

８．ハイライト米山１５８号[掲示板へ]  

【回覧物】      

  玉名ＲＣ、八代ＲＣ、指宿ＲＣの週報 

  人吉総合病院広報誌 

【例会変更、取止め】    

 指宿ＲＣ 5月21日例会 18時半に変更  

 宇土ＲＣ    5月29日歳祝い例会 19時～ 

 熊本江南ＲＣ 6月12日歳祝い例会 18時半～  

   〃    6月26日は例会取止め       

 熊本西南ＲＣ 5月30日例会取止め   

 熊本南ＲＣ   5月27日例会取止め     

 八代南ＲＣ   5月21日は11時半から清掃 
               12時半から例会に変更 

   
   

   馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

    人吉ＲＡＣ５月第２例会案内 

   日 時；５月２１日（火）午後８時～ 

   場 所；人吉総合病院体育館 

   内 容；八代RACとの合同ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ例会 

     参加、応援、差入れ大歓迎です。 

    私まで連絡をお願いします。 

 

【職業奉仕委員会】    板井英朗副委員長 

 ５月24日来週の例会では、職業奉仕委員会に

よる優良職員表彰を行います。13日に表彰者推

薦を締切らせて頂き、８名の優良職員の皆様を

表彰する運びとなりましたことをご報告申し上

げます。尚、出席頂きます会員の皆様はネクタ

イ・ロータリーバッジ着用にて出席頂きますよ

うお願い申し上げます。 

 

【親睦委員会】       漆野智康委員長 

 賀寿会例会と６月ゴルフのご案内です。 

 ５月31日の例会は時間を夜に変更致しまし

て、18時30分から年祝いを迎えられました８名

の会員のお慶びの会を開催します。内容は後日

ＦＡＸでご案内致します。出欠を締切までにご

返信下さい。また、委員会よりご案内を致して

おりますが、年祝いの会員様は当日の朝10時よ

り青井阿蘇神社におきまして参拝を致したいと

思いますのでご参加下さいますようご案内申し

上げます。  

＊届け出欠席  

 村山・水野・尾上・本田・宮原・立山・赤池・渕田・中村 

 友永・外山・堤正・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

本日の出席率 

会   員   数   66名   79.03% 

出 席 免 除 4名 

5/3例会取止め  欠 席 者 数 13名 

出 席 者 数 49名 

    ６月のゴルフ愛好会ご案内 

     山賀会長年度最終戦！ 

     日 時:６月２日 (日) 

        ９時２７分スタート 

     場 所:球磨カントリー倶楽部 



 

 ４月ゴルフ成績  ４４月ゴルフ成績  ４月月1414日 チェリーＧ日 チェリーＧ 

  

 

【地域発展委員会】      川越公弘委員長     
 本日は地域発展委員会の地域発展功労者表彰で
す。 地域発展委員会の推薦基準をもとに今年度
は１団体と１個人を選考致しました。これより表
彰の理由をご紹介します。 
 
       ＜団体の表彰＞ 
     熊本中央信用金庫人吉支店様          
活動内容 
行員の皆様は、昭和46年頃から40年以上、夏の暑
い中冬の寒さの中、一年を通じて週一回金曜日
に、水の手端一帯の清掃を朝７時40分から仕事前
までの20分間続けられ、街づくりに貢献されてい
ます。 
    

       ＜個人の表彰＞ 
        大山和子 様 
活動内容  
願成寺にお住まいの大山和子さんは、昭和56年６
月１日より30年間、南泉田町菅原神社の清掃を続
けてこられました。平成25年２月27日で10,000回
を達成。地域の子供達の遊び場として怪我無く遊
ばせていただいたご恩返しと、地域の皆さんのご
無事を祈りながら毎日清掃を続けて来られまし
た。この功績を称え表彰をさせていただきます。 

 

 

□Ｒ財団部会報告   次年度 延岡研一委員長 

 〇補助金プログラムが「地区補助金」「グロー

バル補助金」「パッケジ・グラント」の三つに簡

素化されました。地区補助金は裁量権が地区に移

譲され使いやすくなりました。しかし、会長エレ

クト年度の３月中に申請しなければならなくなり

ました。 

〇一人あたりの寄付目標額が100ﾄﾞﾙから150ﾄﾞﾙに 

 増額されました。 

〇中島パスト会長が地区のポリオ・プラス委員長 

 ですのでこちらへの寄付も宜しくお願いしま 

 す。 

 続けて次年度宮原委員長の米山奨学部会報告を

代読します。 

 

□米山記念奨学部会報告 次年度宮原和広委員長 

 次年度の米山奨学生は13名（大分７名、熊本６

名）です。10月の米山月間に交流の機会として全

クラブの奨学生卓話を計画して頂き、奨学事業へ

の理解を深めて頂きたい。 

 次に米山寄付についてのお願いがあり、今期の

目標として一人当たりの普通寄付を5,000円まで

増額する。一人当たりの特別寄付を1,000円以上

実施する。（ちなみに人吉ＲＣの普通寄付は今期

6,000円です）米山記念奨学事業は、皆さんの寄

付金を財源としていますので協力宜しくお願い致

します。 

 

□広報・ＩＴ部会報告  次年度馴田信治委員長 

 私は次年度のクラブ広報委員長を仰せつかるこ

とになりました。協議会では広報･ＩＴ部門に参

加してまいりました。 

    RID2720地区 2013-2014年度  

       地区協議会参加報告 

５月の結婚祝い５月の結婚祝い  

  

  

  

  

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優勝 丸尾 孜 100 36 64 

準優勝 鳥越博治 102 35 67 

３位 岩井和彦 88 16 72 

４位 尾方芳樹 93 19 74 

５位 岩本泰典 88 13 75 

ＢＢ 鳥井正徳 敢闘 小林祐介  

ﾄﾞﾗｺﾝ 
   ７０歳以上 

  ６９歳以下 

 ⑤ 浦田繁喜 ⑱尾方芳樹 

 ⑤ 該当なし ⑱青木一幸   

ﾆｱﾋﾟﾝ  
  ② 岩井和彦    ⑧ 浅野 強 

  ⑫ 青木一幸    ⑮ 浦田繁喜  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ    
70歳以上 岩本泰典 44・４4・88 

６9歳以下 漆野智康  ４5・37・82 

５月の誕生祝い５月の誕生祝い

     2012-2013年度 

      地域発展功労者表彰式  



 最後に社会奉仕委員会が兼務しますブライダ

ル部門では３組のカップルができたことを報告

され、本田パストガバナー自らが今後も宜しく

と協力をお願いされました。登録された人たち

のお見合いパーティーが６月に熊本市と大分市

で開催されます。 

 今後ブライダル部門を利用しようかと考えて

おられる方は立山が親身になってお世話いたし

ます。お気軽に社会奉仕委員会へ 

 
【ニコニコ箱委員会】   延岡研一委員長 
・和田和子夫人 地域発展表彰に大山さんを推 
 薦して頂きありがとうございます。付添いで 
 参りました。お世話になります。    
・山口多恵子夫人 私達の仲間･友人の大山さん 
 の表彰を行って頂きありがとうございます。 
 付添いで参加させてもらいました。今後も宜 
 しくお願いします。          
・山賀会長 本日表彰されました大山様、人吉 
 中央信用金庫様、永年の地道な活動、大変ご 
 苦労様です。本日はおめでとうございまし 
 た。                                 
・和田会員 本日は大山さんの表彰に妻も付い 
 てきたのでニコニコします。ありがとうござ 
 いました。                           
・川越会員 地域発展功労者表彰の中央信金 
 様、大山様、おめでとうございます。今後共 
 街づくりのためご尽力お願いいたします。 
                                      
・鳥井会員 大山和子様、熊本中央信用金庫人 
 吉支店様、地域発展功労者表彰おめでとうご 
 ざいます。永い間の地道な地域発展への取組 
 みを心からお祝い申し上げます。       
・延岡会員 熊本中央信用金庫様、大山様、地 
 域発展功労者表彰おめでとうございます。 
                                      
・高山会員 熊本中央信用金庫さんを推薦し、 
 表彰して頂きありがとうございました。 
・小林祐介会員 片山支店長、おめでとうござ 
 います。                            
・井手会員 馴田会員、延岡会員、地区協議会 
 報告ありがとうございました。また、結婚御 
 祝いありがとうございました。         
・丸尾会員 ゴルフ再開し一ヵ月、優勝させて 
 頂きありがとうございました。         
・宮山会員 誕生祝いいただきました。ありが 
 とうございます。5月3日の生まれですがこの 
 日は憲法記念日です。また、別にこの日を 
 「ゴミの日」ともいうそうです。環境美化に 
 努めましょう。                       
・木村会員 早退します。               
 
 
 
     点 鐘  山賀勝彦会長 

 広報の役割は、ロータリーを一般の人々に広

め、ロータローのプログラムの理解、評価、支

援を推進する委員会という位置付けになってお

ります。しかし２年ほど前からＩＴ部門でも頑

張ろうということになりまして、ＲＩの長期計

画の優先項目と目標の一つである｢公共イメージ

と認知度の向上』の中にある「イメージとブラ

ンド認知を調和させる」「中核となる価値観を

強調する」「クラブにおけるネットワークづく

りの機会、ならびにクラブ独自の主な活動につ

いて周知を図るようクラブに奨励する」という

計画目標を達成するうえで、重要な役割の広

報・ＩＴ委員会である、という部門長のお話が

ありました。そして、地区ガバナー、主要な委

員長、他クラブとの連絡連携を密にするために

も、出来るならロータリアン全員にｉＰａｄ

（アイパッド）を所有してもらい、いつでも

ロータリーのＨＰが見られるような環境にした

いとおっしゃっていました。（Facebookやメー

ルの活用など） 

 広報・ＩＴ委員会の具体的な活動として、 

〇地区広報・ＩＴ研修会を行う。 

〇地区ホームページリニューアル（ＰＣ、及び 

 スマートフォンサイト） 

〇各クラブのホームページ運営などのアドバイ 

 ス及びフォロー。 

〇ロータリー誌及びロータリーの友ＨＰ、ロー 

 タリージャパンの活用促進。 

〇地区及び各クラブのＩＴ環境整備支援。 

 （Facebook，YouTube、SNS促進） 

〇広報・ＩＴに関するアンケートを実施し、地 

 区の広報・ＩＴ活動へ活用する。 

〇地元メディアとの連携強化を推進。 

〇ＲＩ広報関連のリソースの活用とその推進。

〇会員増強委員会と連携し、女性会員、若手会 

 員の入会を促進。 

 久しぶりに協議会に参加をしました。私は入

会１５年目になりますが、世代もですが、ロー

タリーが変わってきているなあと感じました。

私なりにもっと勉強していかなければと感じた

次第です。 

 

□奉仕プロジェクト部会 

        次年度 立山茂社会奉仕委員長 

 ロータリー財団の地区補助金が現在の200万か

ら560万に増額され手続きも地区運営になるため

いくらか簡単になるそうです。そのため来年度

は1300万と２.５倍の申し込みになっています。

手続きは3月中に事業内容を決定、申し込んだら

５月連休明けに補助額が決まる仕組みになって

います。クラブで補助金の申請をされるところ

は来事業年度に向けて早めの準備をお願いしま

すとのことです。 

 次に創造的奉仕プロジェクト部門では各クラ

ブでの事業とは別に、地区やグループで一緒に

やる活動プランを募集しますとのことです。 


