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    山賀勝彦会長 
 

 みなさん、こんにちは。年当初にクラブより配

布された会報を綴るファイルもすっかり膨れ上が

り、本年度が残り少なくなった事を物語っていま

す。例会も今日を含め後２回となりました。 

 台風４号も先程温帯性低気圧になったそうで

す。しかし、朝から一部会員より、台風現場の補

修の為に、例会への出席が困難だと云う電話を戴

きました。恵みの雨で終わってくれればと願って

います。 

 本日は、人吉ロータリークラブ細則変更のため

に臨時総会が開催されます。それとは別に、先日

ＲＩの規定審議会の報告が送られて来ましたの

で、要点だけご紹介します。昨年のガバナー訪問

の時に、岡村ガバナーが2013年度の規定審議会に

必ずや採択されるであろうと立法案を発表されま

した。その中には、特に、『例会』や『出席』に

関するものがあり、私どもロータリアンである以

上当たり前と思うようなものが覆る事を話されま

した。どうなる事かと成り行きを見守っていまし

たら、今回の発表で矢張り日本のロータリアンの

良識が正しかった事が証明される結果となってい

ます。 

 2013年規定審議会は、４月21～26日、シカゴで

開催されました。規定審議会は３年に１回開催さ

れる、国際ロータリーの立法機関で、『国際ロー

タリー定款』『国際ロータリー細則』『標準ロー

タリークラブ定款』に関する規定を審議する会議

です。概要は６月号のロータリーの友に掲載され

ていますのでご覧になっていると思います 

 本日は国際ロータリー定款の採択された部分の

例会と出席規定の部分を簡単に紹介させて頂きま

す。新しく採択されたものが多くありますが、あ

とは次年度情報委員会から説明があると思いま

す。 

◎例会   

①１３－３４ 毎週例会開催に変更なし 

◎出席規定 

①１３－１２ 各会員は本クラブの例会に出席

し、本クラブの奉仕プロジェクト、その他の活動

に参加する。 

◎理由のある欠席と出席記録 

①１３－２２ 病気による欠席は理事会で12カ月

以上認める。病気による欠席は出席率の計算に含

まない。 

◎一般 

第五の大奉仕部門に新世代奉仕が加わったが、こ

の新世代奉仕が『青少年奉仕』へと変更。 

 等々、2013年規定審議会に提出案採決された国

際ロータリー定款の一部だけを報告しましたが、

この他にも多くの採択や変更があります。尚、今

回の制定されたものは『2013年手続き要覧』とし

て、本年末か来年春に出版されます。ＲＩ事務総

長は、２か月以内に、全クラブに規定審議会の結

果を報告しなければならないとあります。 

 
 
   浅野 強幹事 
 

【第１８回定例理事会の承認事項】 

１号議案 鳥越博治会員出席免除願いの件 

 期間；H25.6/7～H25.6/28 承認 

２号議案 平成25年度球磨の民謡全国選手権大会 

 開催に伴う実行委員就任のお願いの件 

 次年度会長の就任 承認 

【連絡事項】 

１．熊本被害者支援センターより平成25年度会費 

  納入について[本田社会奉仕委員長へ] 

           第３回 クラブ協議会  後半 



２．平成25年度夏の青少年健全育成県民総ぐるみ運 

  動実施についての依頼  

３．平成25年度人吉市自衛隊協力会理事会の開催 

４．少年のインターネット利用環境整備のための啓 

  発説明会開催案内   

５．人吉国際交流協会より電子メール登録願い 

【掲示板】      

 RI国際大会の最新情報 ﾛｰﾀﾘｰ補助金ニュース 

 ハイライトよねやま    

【回覧物】          

 犯罪被害者週間キャンペーン事業報告者とセン 

 ターニュース    

   
    
   馬場貞至委員長 
 

  ～出席委員会から個人別出席率について～ 
 来月、出席率100％の表彰を予定しております。  
もう少しで100％の方が数名おられます。ローター
アクト例会や他クラブ例会など、出席率100％達成
を目指してください。期限は来月第２例会までにな
ります。 
 
 
 
 
 

 

 

                   議長;山賀勝彦会長 

 ６月12日付け、渡辺会長エレクトから、2013-

2014年人吉ＲＣ細則変更についてという書類が皆様

のお手元に届いていると思います。本日人吉ＲＣ定

款第19条第1節、人吉ＲＣ細則第14条に基づき、通

告した臨時総会を私が議長となり開会させていただ

きます。現出席義務会員数61名、本日の出席者数は

50名ですので総会は成立いたします。 

 本日の議案は、『人吉ロータリークラブ細則変更

の件』であります。それでは次年度井手富浩幹事、

説明をお願い致します。 

                 次年度井手富浩幹事   

第７条 委員会の変更について 

 従来の３常任委員会22小委員会を、６常設委員会

22小委員会へ変更します。小委員会については、ほ

ぼ現状通りですが、これまでのヘルスサポート委員

会が無くなり、戦略計画委員会が新設されます。皆

様のご審議の程、宜しくお願い申し上げます。 

             渡辺洋文会長エレクト 

 今、次年度井手幹事より説明頂きました、次年

度組織変更に伴う人吉RC細則変更に関して皆様よ

り承認いただきたいと思います。 

（ご質問についてエレクトより説明） 

・細則変更に至った経緯についてですが、ＣＬＰ 

 が推奨している委員会組織に変更することにな 

 り、それによりクラブ細則も変更ということに 

 なりました。 

・細かい文字の間違いや表現の違いについては修 

 正していきます。細則の最新のデータは電子 

 ファイル化し、ホームページでダウンロードし 

 て何時でも見て頂けるように致します。 

・施行日は、平成25年７月１日になります。 

 それでは細則変更について承認いただけますで

しょうか。挙手でお願いします。 

  ・・・・・ 全員挙手で承認・・・・・・ 
 
             議長；山賀勝彦会長 

 皆様、ご承認ありがとうございました。 

以上で臨時総会を閉会いたします。 

  

【ニコニコ箱委員会】      延岡研一委員長 

・中島会員 喜寿の祝、有難うございました。 

 ３年後の傘寿の祝を目指します。     

・ 〃  延岡さんごめんなさい。この一年間、 

 米山カードばかり頑張りまして、米山功労者に 

 なることが出来ました。１万円をニコニコにお 

 返しします。              

【ロータリー財団委員会】 

・武末会員 ポリオへ寄付            

 

          点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

  

 

 

  第３回クラブ協議会 後半 

               進行；山賀勝彦会長 
 
【会員組織増強委員会】 

委員長)尾方芳樹 

職業分類:日本料理、ﾛｰﾀﾘｰ歴:29年8ヶ月 

副）伊久美寛志 委員）大久保勝人･高山征治 

 2012-2013年度期首人数67名  6/21現在66名 

□退会者３名；9月/牛島スミ子会員、11月/石原弘

章会員（肥後銀行）3月/岩本光義会員（ＮＴＴ） 

□入会者２名；9月/石蔵尚之会員、12月/上田一精

会員（肥後銀行） ※１名が入会に至らなかった 

〇2720地区会員増強セミナー開催２回 

             （チャレンジ2720プロジェクト） 

第１回目H24年5月26日 大分別府大学 

 2710地区研修ﾘｰﾀﾞｰ金子ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰによる講演 

第２回目H24年12月1日 熊本市 

〇平成２５年１月、全国３４地区対象とした 

  サクセス ジャパン作戦「SAKUJI作戦」 

 この推進について、会員組織増強委員会で検討

し、賛同クラブとして登録申請をした。 

本日の出席率 

会   員   数   66名    81.97% 

出 席 免 除   5名 6/7例会出席率 65.57％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 19名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 96.72％ 

＊届け出欠席  

  田中・中村・有村・立山・齊藤・中川・尾上・戸高・北 

  外山・小林祐 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田，鳥越 

＊メークアップ  

ＩＭ（多良木）；大久保･武末･鳥井･堤正･堤脩･浦田･和田･渡辺 

        山賀･山田 

人吉RAC例会；安達   ・人吉中央RC例会；高山 

多良木RC例会；高山   ・地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ；水野 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会理事会；伊久美 

2720地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ研修会（２日間）；安達・立山 

     臨 時 総 会 



【職業奉仕委員会】 

委員長)水野虎彦 

職業分類:圧縮ガス業、ﾛｰﾀﾘｰ歴:12年3ヶ月 

副）板井英朗  

委員）丸尾孜･浦田繁喜･齊藤日早子･田中信也 

 本年度は、月間卓話で渕田会員によります内部

卓話、職場訪問例会は外山会員のご協力で愛生会

長寿センターを見学、優良職員表彰、ご協力頂き

ました会員様、並びに関係各位皆様、厚くお礼申

し上げます。５月25日には熊本市グランメッセに

て地区職業奉仕セミナーが開催され、出席して参

りました。セミナーとグループに分かれての会議

がなされましたが、最後のほうは少々論点が職業

奉仕とは離れ、各クラブの悩みなどがメインに話

され、いかがなものかとも思いました。 

 一年を通して、私もついうっかり行動が遅く

なってしまい、事務局の緒方さんに助けて頂きま

した。今後は計画的に出来るよう襟を正して参り

ます。有難うございました。 

 

【社会奉仕委員会】 

委員長)本田 節 

職業分類:郷土料理、ﾛｰﾀﾘｰ歴:8年11ヶ月 

副）大賀睦朗  

委員）釜田元嘉･堤正博･岩本泰典･小林祐介 

   石蔵尚之 

 委員会の方針のように、どの会員も日頃より地

域社会の発展と環境美化への取り組みや、各種団

体との協力連携により、社会奉仕活動に貢献され

た一年でした。委員長としては、おくんち祭や歳

末助け合いなどの行事においての募金活動への参

加や、人吉暴力追放協議会への参加をしてまいり

ました。どの会議等におきましても、仲間のロー

タリアンの皆様が重要な役職を担っておられ、人

吉ロータリークラブの一員である事を誇りに思い

ました。常日頃から、社会奉仕されておられ、会

員の皆様から今後もご指導をいただき、少しでも

地域発展の為、頑張らねばと思ったところでござ

います。そして、計画の中の一つの「社会奉仕に

関する卓話」ですが、段取りが悪く、出来なかっ

たことをお詫び申し上げ、報告とさせていただき

ます。有難うございました。 

 

【環境保全委員会】 

委員長)塚本哲也 

職業分類:酒類小売、ﾛｰﾀﾘｰ歴:11年8ヶ月 

副）片岡忠雄 委員）中川貴夫･立山 茂 

         山口令二･尾上暢浩･中村太郎 

 会員の皆様には環境保全委員会の活動として、

３月に九州電力が実施した植樹事業への参加、ま

た５月にはお城まつり翌朝の相良護国神社の早朝

清掃へ30名近くの会員の皆さんと２名のローター

アクトの参加ご協力を頂きました。５月10日の

ロータリーの森周辺の早朝清掃は雨天のため例会

のみとなりましたが、例会場としてすみれホール

をお貸し頂いた葉山会員には心より感謝申し上げ

ます。会員の皆様には１年間環境保全委員会の活

動に多数ご参加、ご協力頂きありがとうございま

した。 

【地域発展委員会】 

委員長)川越公弘 

職業分類:温泉旅館、ﾛｰﾀﾘｰ歴:26年4ヶ月 

副）大久保勝人 委員）鳥井正徳･葉山稔洋 

         尾方芳樹･鳥越博治･原田知一郎 

 地域発展のために頑張っておられる方への支援と

協力を行なうことを基本方針とし、各種イベントや

まちづくり等への参加協力、地域発展功労者の表

彰、地域活性化等に関する卓話を計画しました。 

 ４月に大久保パスト会長に近代化産業遺産に認定

された肥薩線沿線と各駅についての卓話をしていた

だきました。５月のクラブ創立月には、地域発展功

労者の大山和子様と熊本中央信用金庫人吉支店を表

彰させて頂きました。一年間、委員会委員の皆様、

クラブの皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

【ヘルスサポート委員会】 

委員長)小林清市 

職業分類:脳神経外科医、ﾛｰﾀﾘｰ歴:21年 

副）外山博之 委員）堤脩･友永和宏･増田力 

          木村正美･岡啓嗣郎 

 何とか卓話を一回施行できました。岡会員による

「胃がんの予防について」の題でした。 

 ヘルスサポート委員会は今年度で終了致します

が、病気は永久に不滅です。皆さん、天国に行く時

が一番元気であられますよう祈念しております。 

 

【新世代委員会】 

委員長)戸高克彦 

職業分類:広告業、ﾛｰﾀﾘｰ歴:10年9ヶ月 

副）馴田信治  

委員）岩井和彦･平田フク･馬場貞至･山本瑤子 

 年度初めの方針・計画のもと、委員会活動を進め

てまいりました。今年度は、福島の被災地の子供た

ちを人吉市に招く“復興支援子供キャンプ”への支

援から始まり、青少年育成連絡協議会の会議及活動

参加、９月には新世代の為の月間外部卓話（久本

様）、青少年スポーツ大会援助を終え、先日15日の

青少年育成市民会議で今季の活動を無事終了するこ

とが出来ました。委員の皆様にも協力して頂きなが

ら取り組んでまいりましたが、一言で青少年育成と

言いましても小学生から20歳前後の若者までと範囲

が広く、難しさも感じました。例年通りの取組みで

工夫することが出来ず、計画に沿った活動内容であ

りましたが、委員会活動の報告とさせて頂きます。 

 

【ローターアクト委員会】 

委員長)安達玄一 

職業分類:損害保険、ﾛｰﾀﾘｰ歴:18年2ヶ月 

副）青木一幸 委員）武末憲一･渕田秀雄 

          永尾禎規･山田仁法･上田一精 

 私のアクト委員長１年目は、先週熊本で行われた

2720地区ＲＡ研修会が最後の大きな行事でした。研

修会後の卒業式では、中川パスト会長の職場で働い

ている鳥越君が卒業を迎え立派な挨拶をしました。

鳥越君は、今回一緒に参加して戴いた立山前アクト

委員長の時に会長を務めたこともあって立山会員か

らも温かいお祝いの言葉を懸けて戴きました。大会

最後の表彰式では、人吉ＲＡＣは日頃の活動と会員



５月にやっと広島県福山市の企業に決まり、熊本

を離れ、広島に引っ越して行きました。その後も

メールで連絡は取り合っています。これから数年

間は日本で仕事を経験し、それからベトナムへ帰

る計画だと言っております。これからも成長し続

けて、ベトナムに帰り、日本との懸け橋になって

くれることを期待しております。またチェン君の

指導教授西村先生のお世話で、ベトナムの小学校

へ、情報機器の支援活動を急遽、当クラブで取り

組むことになり、６月４日から８日まで10名の会

員と５名のオブザーバー、合わせて15名でベトナ

ムへ行ってまいりました。先週の例会で活動の報

告はいたしましたので詳細は省略しますが、ベト

ナム社会主義国フエ市フォンビン１小学校へパソ

コン10台プロジェクター、スクリーン各々１台を

支援いたしました。小学校の関係者や小学生の皆

さんにはたいへん喜んでいただき、たいへんやり

がいのある事業となりました。 

 

【Ｒ財団委員会】 

委員長)和田栄司  

職業分類:冷暖房設備工事、ﾛｰﾀﾘｰ歴:18年 

副）高山征治 委員）愛甲 康･赤池利光 

  今年はさぼって家庭集会も行なっておりませ

ん。いよいよ今年から「未来の夢計画」が実行に

移されます。それに乗り遅れないようにと思って

います。前にお話しました通り、『クラブの覚

書』を提出しなければ補助金付の財団の活動は何

も出来ません。まずは覚書書にサインすることが

一番ではないかと思っております。 

 財団寄付については、ポール･ハリス･フェ

ロー、マルチプル･ポール･ハリス･フェローに近い

方が、今年度内で数名認証になっておられます。

今後もどうか財団活動にご理解頂いて盛り上げて

いただきたいと思います。 

 ポリオについてですが、全世界では完全に撲滅

はできませんでしたが、あと２ヶ国となりまし

た。最後まで気を抜くことは出来ませんので、こ

ちらの方も関心を持ち、撲滅を目指したいもので

す。一年間ありがとうございました。 

 

【会計】 上田一精  

 日頃から会費等ご入金に付いては、御協力頂き

有難うございます。会計からのご報告を致しま

す。第一点は、５月末請求分の現在の未納分に対

する入金依頼です。目下、37名の未納が存在しま

す。（内訳について説明）具体的には６月14日の

ニコニコ、Ｒ財団、スマイル他迄の請求を本日、

手渡、郵便発送いたしますので、末日迄のご入金

を御願い致します。 

 第二点は、決算に於ける未収入金計上について

であります。6/21、6/28の両日も皆様からの大枚

のニコニコが見込まれますので、今期決算に於い

ては、必然的に未収入金発生致しますので、予め

ご報告致します。以上、会計からの報告でした。 

 

 

         閉 会 

 

増強が評価を受け、2720地区ＲＡ委員長賞を戴き、

桝田会長始め全員から歓声が上がりました。 

 現在のアクターは仕事の都合で全員が揃うことは

殆んどありませんが、各担当者が毎月２回の例会に

趣向を凝らし、様々な例会や他クラブとの活発な交

流が評価されたみたいです。委員長２年目は、会員

のレベルも２月に熊本であった全国研修会や今回の

地区研修会での勉強会で確実に上がってきています

ので、全員一丸となって今年10月に行われる地区の

年次大会へ向け、７月から早速、全力で取り組みた

いと思います。 

 今年度も毎回、例会場と駐車場を提供戴いていま

す立山会員と釜田会員へは改めて感謝申し上げま

す。武末パスト会長・中島パスト会長始め、多くの

ロータリアンにも例会に出席戴き、色んなアドバイ

スを戴きました。引き続き宜しくお願い致します。  

 次年度は会員の皆様にも年次大会での色々なご協

力をお願いすると思いますので宜しくお願い致しま

す。 

 

【国際奉仕委員会】 

委員長)有村隆徳 副）村山能史（報告者） 

職業分類:洗濯業、ﾛｰﾀﾘｰ歴:3年6ヶ月 

委員）北昌二郎･漆野智康･有馬宏昭･延岡研一 

 本年度の主な事業でありました韓国慶山ＲＣ、人

吉ＲＣ第13次姉妹締結調印式につきましては、１月

18日の人吉ＲＣ例会・新春の集い時で行ない、無事

終了致しました。当日は天候に恵まれ、記念の植樹

式から調印式・歓迎会に多数の会員ご夫人に参加を

頂きまして誠にありがとうございました。とりわけ

国際奉仕委員会、親睦委員会、ＳＡＡ委員会の会員

には大変お世話になりました。 

 次年度は青少年交流事業ということで、８月に10

名の青少年が来ることになっております。役員の皆

様方、国際奉仕委員の皆様、会員の皆様のご協力の

程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

【米山記念奨学委員会】 

委員長)片岡啓一  

職業分類:医薬品小売、ﾛｰﾀﾘｰ歴:30年4ヶ月 

副）宮山 惇 

委員）中島博之･伊久美寛志･宮原和広 

 本年度当委員会は、人吉ＲＣ初めての米山記念奨

学生の受け入れ事業を実施し、私はカウンセラーを

仰せつかりました。初めてのことで心配な事がたく

さんありました。どんな学生に遭遇するか、どのく

らい予算がかかるのか、人吉ＲＣの例会に一年間毎

月来てくれるのか、奨学生ははたして人吉ＲＣの会

員になじんでくれるかどうか、等など・・。５月の

オリエンテーションで初めて会ったチェン君はとて

も人懐っこく、明るい学生だったので安心しまし

た。それから１年間人吉まで毎月例会に出席してく

れました。阿蘇の夏季講習や大分の地区大会にも

我々と共に参加、他クラブの卓話例会訪問も５クラ

ブへ訪問してくれました。そして、会員の企業の会

社訪問や会員自宅へのホームステイも２度経験して

くれました。奨学金は、毎月例会時に山賀会長から

手渡され、１２か月が終了し、無事卒業しました。

就職の件では、なかなか決まらず心配しましたが、


