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点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 
        
            国 歌「君が代」 

             Ｒ Ｓ「我等の生業」 
 
司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介      鳥井正徳会長 

   

    人吉市 市民部環境課 椎屋 彰様 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   会長 鳥井正徳 
 

 今年も最後の例会とな

りましたが、ただ今黙祷

をお願い致しましたよう

に、赤池利光会員が、２

３日午後８時５６分に、

難病といわれる間質性肺

炎のため急逝されました。昨日葬儀が行わ

れ、代表して弔辞を申し上げたところです

が、改めてご冥福をお祈り申し上げたいと思

います。 

 故赤池利光会員は、皆様ご存じの通り、会

員歴３８年５ヶ月に渡り、人吉ＲＣ発展のた

め、司法書士という多忙な職にありながら、

いろいろとご尽力を賜り、そのご功績は私か

ら申し上げる必要もないと思います。２５年

前の人吉中央ロータリー誕生の際は、「山あ

り谷ありの連続であったが、終わってみれば

登山者がいう山の魅力を味わった感じがす

る」と記されています。努力を抜きにしては

語れないことばだと思います。 

 また私を会長ノミニーに推薦された帳本人

ですが、後日私は「なぜ私ですか？」と詰め

寄ったものですが、その時は静かな口調で

「人々のロータリーを見る目を変えてもらわ

なければ･･･」をいうようなことを言われまし

た。私なんかに出来っこない、とんでもない

ことだと思ったものでした。しかし、本年度

の小山地区ガバナーは、スローガンとして

「ロータリーを学び直し、新たな第一歩を」

とされ、更に「ロータリー活動をもっと分か

り易く社会に認知させよう」と呼びかけられ

ました。今思いますと、赤池さんも地区ガバ

ナー同様「ロータリー活動は、いろいろな面

で曲がり角に来ている」ことを強く感じてお

られたのだろうと思います。そういう意味を

含め残された功績をしっかり踏まえ活かして

   黙  祷 

      赤池利光会員  
  2014年12月23日逝去 享年82歳 

  1976年7月9日人吉ＲＣ入会 

  ロータリー歴38年 



いかなければならないと思います。 

 本年度最後の例会で、半年間の総括みたいなも

のを申し上げるつもりでいましたが、直前に人吉

ロータリーの重鎮の一人を失うショッキングなこ

とが起こり、後日に回したいと思います。７月以

来「誇りとチームワークでロータリーを楽しも

う」をスローガンに掲げ、例会の活性化、社会奉

仕活動や地域支援活動の推進等、奉仕の心の充実

をめざしてお願いして参りましたが、会員の皆

様、事務局の御協力により何とか乗り切ることが

でき感謝申し上げます。チームワークでロータ

リーを楽しむには、私の力不足を補っていただか

なければならない課題も多くあります。残り半年

間もよろしくお願い致します。来る新年が皆様に

とって幸多き年になりますようお祈り申し上げま

す。 

 なお、本日は人吉市市民部環境課長の卓話がご

ざいます。よろしくお願いします。 

 

 

       幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区 ガバナー事務局か 

 ら2015年1月のロータリーレートが１ドル＝118 

 円になりますとお知らせが届きました。 

②国際ロータリー第2720地区ロータアクト工藤孝 

 文地区代表から、「ロータリー家族清掃活動・ 

 募金活動参加のお礼」が届いています。 

【回覧物】 

①玉名中央ロータリークラブ週報 

②八代ロータリークラブ週報 

【例会変更及び取り止め】 

 ありません。 

～お願い～ 

新年会のオークション、3,000円相当の品をお手数

ですが、次回例会まで持参くださいますようお願

い申し上げます。 

 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

【国際奉仕委員会】    委員長 中島博之 

 国際奉仕委員会から韓国慶山ＲＣ創立４０周年

式典への参加をお願いしておりましたが、最終１

９名の参加をいただくことになりました。大変お

世話になります。そこで来月１月９日夜の例会前

１７時４５分から打ち合わせ会を開きます。ＦＡ

Ｘ案内しますのでお集まりください。以上です。 

 

 

【環境保全委員会 卓話 】 
          講師紹介 岩井和彦委員長     

 人吉市の１人１日当たりのごみ排出量が県内45

市町村の中でワースト２位だそうです。環境委員

会はこの問題を今年度委員会の方針として取り上

げ活動を計画しました。ロータリアンとして身近

な環境保全活動に積極的に取り組むこと、啓蒙活

動にも努力し援助することとしております。 

 人吉市の皆さんがごみ問題に意識をもっていた

だくことが大切だと思います。会員皆さんが本日

の卓話を聞いて、家庭、事業所従業員の方々と共

にごみ減量に取り組んでいただければと思いま

す。 

 本日の卓話は人吉市市民部環境課からお出で頂

きました。椎屋彰課長様です。宜しくお願いいた

します。 

  

         卓  話 

 

         人吉市の環境行政について 

 

                         人吉市市民部環境課  

                      課長 椎屋 彰様 

 みなさん、こんにちは。 

人吉ロータリークラブ会員の方々

には、本市の環境行政につきまし

て、深いご理解とご協力をいただ

いておりますこと、この場をお借

りいたしまして、御礼を申し上げ

ます。また、このように本市におけるごみ減量リ

サイクルについてのお話をさせていただく機会を

いただきましたことも併せて感謝を申し上げま

す。  

 さて、私たちを取り巻く生活環境、自然環境

は、日々変化をしておりまして、様々な問題、課

題が発生しているところでございます。 

 そのような中、本市におきましては、『安らぎ

と潤いある生活環境を確保し、自然環境と人間生

活が共に輝く美しき千年都市ひとよし』の実現を

目指して、人吉市環境基本条例を平成25年3月に制

定いたしました。本市の理想的な環境像を謳い、

市民等、事業者、市の三者のそれぞれの責務を規

定しておりますので是非一読願います。この理想

本日の出席率 

会   員   数   63名   82.76% 

出 席 免 除  5名 12/12出席率 84.45% 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 2名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率 87.93% 

＊届け出欠席 有村・中村・大野・戸高・宮山・青木・堀川 

       小林祐・馴田・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾          

＊メークアップ  

Ｒ研究会(東京)；中川  人吉ＲＡＣ例会；安達 



的な環境像を具現化するために、人吉市生活環境

保全美化条例を今年３月に制定し、アクションプ

ランである人吉市環境基本計画を９月に策定した

ところでございます。美化条例は、規制条例でご

ざいまして、ポイ捨て、公共の場所へのごみ捨

て、むやみな餌やり、ごみの屋外焼却等のように

してはいけない禁止事項。また、ペットを手放す

ときの適切な措置、散歩のとき犬をつなぐ、犬が

逃げないようにする、犬の糞を持ち帰る等のよう

にしなければならない義務事項。歩きタバコや路

上喫煙をしない、ペットが周辺の生活環境を悪く

しない等のように努力しなければならない努力義

務事項。身の周りの美化保全、美化保全意識向

上、土地建物の適切な管理と美化保全、猫のふん

害防止、屋外で火を燃やすときの周辺への配慮等

の努力項目を明記しております。美しい人吉をつ

くるための約束として規定しておりますので、実

践をよろしくお願いいたします。 

 本市の年間ごみ処理経費についてですが、約５

億７千万円かかっております。これは、ごみを焼

却する人吉球磨クリーンプラザ負担金や家庭から

排出されるごみを収集する委託料等を含んだ金額

でございます。この支出に対しまして、約４千９

百万円の収入がございます。市指定のごみ袋販売

収入や資源ごみ売り払い収入等でございます。収

入、支出を比較しますと、約11倍ほど支出が多く

なっております。指定ごみ袋の大きいサイズ１枚

は21円ですが、その袋に入れたごみの処理費用は

約526円でございます。いかに市民のみなさんに負

担していただいている処理費用が安く、実際の処

理費用が高いかご理解いただけると思います。 

 では、本市のごみ排出量についてですが、平成

23年度実績に伴う環境省の調査によりますと、ま

ず、熊本県は、県民１人１日あたりのごみ排出量

が831ｇで全国１位のごみが少ない県となりまし

た。その熊本県内45市町村の中で、本市は1,027ｇ

でワースト２位の結果となっております。実は、

21年度から４年連続ワースト2位でございます。他

市と比較しますと、東京都八王子市、広島市が853

ｇ、横浜市が936ｇ、熊本市が951ｇ、札幌市が974

ｇとなっており、いかに本市のごみ数量が多い

か、お解りいただけると思います。 

 本市としましては、この現状を打破するため

に、昨年11月１日に「人吉ごみ出しま宣言」を宣

言いたしました。その内容は、４点ございまし

て、まず１点目が、生ごみを減らすために「食材

は使い切る、調理したものは食べきる、生ごみは

水を切る」の「３切る運動」を実行します。 

 ２点目は、指定ごみ袋は名前を書いて出しま

す。３点目は、紙類やびん類は分別して資源ごみ

として出します。４点目は、レジ袋削減及びマイ

バック持参運動を実行します。この４点を確実に

実行していただきごみ減量へとつなげて参りたい

と思っております。 

 クリーンプラザへのごみの搬入量でございます

が、平成25年は、24年と比較しまして事業系ごみ

を141ｔ減量することに成功しましたが、家庭系ご

みは、148ｔ増加し、総計で７ｔの増となりまし

た。しかし、球磨管内10市町村における本市の搬

入割合が0.84％減ったことにより、クリーンプラ

ザ負担金を1,137万円減額することができました。 

 ごみ処理経費は、なくてはならない予算ではご

ざいますが、ごみ減量に伴いいくらかでも支出を

抑制できるものであり、そこで割愛した予算を市

民の方々が強く要望される教育や福祉分野等へ活

用できるよう、今まで以上にごみ減量リサイクル

を推進して参りたいと思います。 

 人吉ロータリークラブ会員の皆様のこれまで以

上のご理解とご協力をお願い申し上げまして、卓

話とさせていただきます。最後までご清聴ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】     委員 武末憲一 

・竹長会員 入会日に誕生日のお祝いをいただき 

 有り難うございます。今日が誕生日、４７歳に 

 なりました。今後とも宜しくお願いします。 

                     

・堤正博会員 本年12月でロータリー歴40年にな 

 りました。会員の皆様にささえられ無事40年間 

 続けてこられたことを感謝します。    

・鳥井会長 市民部環境課長、卓話ありがとうご 

 ざいました。ロータリーとしても協力できると 

 ころはないか今後も考えていきたいと思いま 

 す。                  

・有馬幹事 椎屋課長、本日はご多用の中、貴重 

 なお話しをしていただきまして有り難うござい 

 ました。                

・和田会員 椎屋課長、お話しありがとうござい 

 ました。町内でも会社でもゴミを減らすよう 

 に、又、皆に話してみたいと思います。本年も 

 一年ありがとうございました。来年も宜しくお 

 願いします。              

・漆野会員 椎屋様、本日は大変お世話になりま 

 した。奥様は我社のベテラン検査技師です。 

                     

・村山会員 早退します。すみません。  

・馬場会員 急用で早退します。すみません。 

                     

・平田会員 仕事で早退します。いろいろお世話 

 になりました。来年も宜しくお願い致します。  

                     



【ロータリー財団委員会】 

・岩井会員 椎屋課長様、卓話ありがとうござい 

 ました。人吉市のごみが少しでも減るように私 

 も微力ながら頑張ります。        

・漆野会員 同上             

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 朝から事業所で出た段ボールを高木 

 栄商店まで持って行きました。紺屋町子供会の 

 名前で沢山の文字を書き加えたので別の紙に書 

 き直そうかと思いましたが、ゴミを1枚でも増や 

 さない様、そのまま出しました。椎屋君の益々 

 のご活躍を期待して。          

・片岡会員 本田・葉山 両君、次々年度のトッ 

 プリーダーおめでとうございます。    

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

 

 

 

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 

ロータリーＥクラブとは   

 

ロータリーＥクラブは直接顔を合わせた会合を開

く代わりに、主にインターネット上で例会をひら

く（RI細則第1条）。 

Ｅクラブは、通常のロータリークラブと同様、奉

仕プロジェクト、募金活動、親睦活動を行い、従

来のロータリークラブが有する全ての権利、特

権、要件を有する。このＥクラブは2010年規定審

議会で１地区２つまでインターネット例会のＥク

ラブができるようになった。 

毎週１回、細則に定められた日に、クラブのウェ

ヴサイトに参加型の活動を載せる事によって、定

期の会合を開かねばならない。会員は、インター

ネットを利用して理事会を開き、ガバナー公式訪

問を主催し、会費を払い、プロジェクトを評価し

あっている。 

また、このクラブはウェブならではの柔軟性に

よって、ロータリアンの都合に合わせた対応をし

ており、多数のロータリークラブがメークアップ

をする為にアクセスしている。2013年７月より、

Ｅクラブを１地区に２つまでとする数の制限は解

除され、またＥクラブの所在地域についても、全

世界とするかまたは、クラブ理の決定通りに指定

できることとなった。 

 

        ロータリー情報ハンドブック 

      (ロータリアン必携)2014 P282より 

 

 

 

  『2015年7月からの特別月間について』 

             （2014年12月26日）  

 

国際ロータリー理事会は、2014年10月開催の第2回

会合で、ロータリーの特別月間を、重点分野を強

調するものに変更しました。2015年7月からの特別

月間は、次の通りです。 

 

  8月：会員増強・拡大月間 

 

  9月：基本的教育と識字率向上月間 

 

  10月：経済と地域社会の発展月間 

 

   11月：ロータリー財団月間 

 

   12月：疾病予防と治療月間 

 

    1月：職業奉仕月間 

 

    2月：平和と紛争予防／紛争解決月間 

 

    3月：水と衛生月間 

 

    4月：母子の健康月間 

 

    5月：青少年奉仕月間 

 

    6月：ロータリー親睦活動月間 

  

なお、10月のもう一つの特別月間「米山月間」

は、日本独自に設定しているため、従来通りで変

更はありません。         

                          ロータリージャパン 

             ロータリーニュースより 

            http://www.rotary.or.jp/ 


