
  
     宮原和広会長 
 

  先週11日、二代目に於いて

次年度役員・理事・地区出

向・監査・委員長会が行われ

ました。浅野副幹事の進行で

山賀会長エレクトより次年度

に向けた挨拶がありました。  

 委員会開催日程も決まり、来週22日より次

年度委員会の計画、方針が話し合われ、次年

度活動の骨組みが決まります。ここで私のお

願いですが、次年度まであと１ヶ月半ありま

すので、ぜひ新旧委員長さん同士のコミュニ

ケーションを計画して戴き、次年度への足掛

かりに成ることを願望致します。ちなみに、

浅野副幹事より依頼がありまして、4月20日、

私と馴田幹事、山賀副委員長と浅野副幹事の4

人でコミュニケーションを実施致しました。

私たちの失敗談、アドバイス、質問事項にお

応えし、少しでも参考になれたかなと思って

おります。山賀副会長、浅野副幹事のご活躍

を祈念致します。 

 本日は職業奉仕委員会の事業、優良職員表

彰式です。各事業所より推薦を受け職業奉仕

委員会の選考を経て今年度の優良職員として

選ばれました12名の被表彰者の皆様をお招き

しております。誠におめでとうございます。 
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 ここで、ロータリークラブについて簡単に

説明申し上げます。ロータリークラブとはど

の様な団体ですか？という質問に、一言でい

えば奉仕クラブ組織ですが、自分の職業を通

じて社会に奉仕する団体です。何か難しそう

ですが、実際は会員同士の親睦を深め、自己

啓発を進めながら、自分の職業を生かして、

世界や地域に奉仕していくことを目指してい

ます。 

 ここでいうロータリーの奉仕とは「他人の

ことを思い、他人のために尽くす」いわば思

いやりの心で奉仕する。その目的は「最も奉

仕する者は最も多く報いられる」そのものだ

からです。それは、製造業の場合→これ以上

良いものはつくれない。サービス業の場合→

これ以上の良いサービスは出来ない。医療の

場合→患者さんのために最善の医療を尽す。

あたりまえのことのようですが、これが奉仕

の思いやりの心です。 

 ロータリークラブには四つのテストという

基本方針があります。 

１.真実かどうか ２.みんなに公平か ３.好

意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

の四つです。会員は必ずこの説明を受けてク

ラブに入会します。皆さんもぜひ、この四つ

のテストを覚えて戴き、職場で実行してみて

下さい。 

 皆さんの推薦理由を読ませて戴きました

が、すばらしい実績、信頼、そして他職員の

模範となられ、事業所に多大の貢献をされて

いる方々です。つまり、皆さんが夫々の職場

に於いて一生懸命されている姿こそが、実は

見えない奉仕に値するものです。私はその姿

に改めて敬意を表しますと共に、今後も事業

所の中心的存在として健康に留意され、明る

く楽しい職場を築いて戴きますよう祈念致し

ます。 

点 鐘          宮原和広会長 
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来訪者紹介   宮原和広会長 
   

 職業奉仕委員会優良職員表彰式 被表彰者 11名 



 ５月８日よりバンコクでの国際大会に参加さ

れました中島ガバナー補佐より、大会の報告を

お願いしてありますので宜しくお願い致しま

す。  
      
    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①人吉市国際交流協会赤山武興会長より、 

 第１回役員会開催の案内 

 日時；平成24年5月21日(月)午後7時～ 

 場所；人吉市役所本庁舎３F 

 議題；青少年派遣事業応募状及び選考方法他 

②国際交流協会事務局より、ランゲージカフェ

「言葉の茶店」開催案内 

 日時；平成24年5月20日(日)18:30～20:30 

 場所；青井町 ギャラリー立山 

【例会変更】 

熊本城東RC6/11→歳祝い会のため18:30～新茶家 

熊本西南RC5/24→韓国釜山海雲台RC締結式 

  及び創立36周年記念例会18:30～全日空ﾎﾃﾙﾆｭｰｽｶｲ     

  〃   5/31→例会取止め 

熊本北RC5/17→親睦例会のため18:30～割烹瞳 

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC5/28→ホタル観賞例会のため 

              18:30～亭の元 

【回覧】宇土RC週報【配布物】ﾛｰﾀﾘｰの友5月号 
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【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

 賀寿会例会のご案内です。来月６月１日の例

会は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。 

 それから、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。賀寿祝

いの皆様は是非ご参加下さいますようご案内申

し上げます。こちらもＦＡＸ致しますので宜し

くお願い致します。 

  

【職業奉仕委員会】 

      2011-2012年度 

   優良職員表彰式 
 

          進行 安達玄一委員長 

 人吉ロータリークラブ職業
奉仕委員会では、毎年、会員
の事業所より優秀な職員さん
を推薦して頂き、委員会にて
選考し表彰しております。本
年度は12名の皆様が選ばれま
した。会員一同心よりお慶び

を申し上げます。尚、仕事の都合でお一人欠席
となり本日は11名お出で頂いております。 
 これより推薦文をご紹介いたします。 

＊届け出欠席  

 渕田・齊藤・鳥越・浅野・宮山・北・有村・立山 

 村山・高山・中村・大久保・外山・山口・小林祐・永尾 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

Ｒ情報新入会員懇談会；中川 

人吉RAC例会；武末･中島･漆野･青木･平田･岩本光･立山 

プログラム委員会家庭集会；葉山･渡辺 

クリーン人吉；赤池･有馬･馬場･原田･岩井･北  

本日の出席率 

会  員  数   68名   73.84% 

出 席 免 除 4名 4 / 27例会出席率  73.85％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 16名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 98.46％ 

  熊田 政満 推薦者：丸尾 孜会員 

   株式会社丸尾ホンダ[営業] 

   勤続年数：２２年４ヶ月 

推薦理由：当社の熊田政満君は、平成元年10月

2日に入社して4年後は工場長になり、その後、

転職して営業へ替わり、自動車販売の主任者と

なり、毎月の販売計画台数を成し遂げ、当社の

利益拡大にも貢献されました。昨年末には本田

技研工業㈱より全国優秀営業マンとして東京本

社にて表彰をされました。熊田君を優良職員と

して推薦致します。 

  木戸 一隆 推薦者：延岡研一会員 

  人吉電気工事株式会社[電気技術員] 

   勤続年数：１７年１１ヶ月 

推薦理由：平成6年5月入社以来、一貫して九州

電力㈱発変電工事、電気通信工事に従事し、特

に発変電工事に関しては、現場代理人として各

種の資格を有し、現場施工及び課員の技術指

導、安全面に気を配り、取引先の信頼度を高

め、会社に多大の貢献をしている。 

  坂本 辰美 推薦者：延岡研一会員 

  人吉電気工事株式会社[電気技術員] 

      勤続年数：１８年 

推薦理由：平成6年4月入社以来、一貫して九州

電力㈱送電工事、発変電工事、電気通信工事に

従事し、特に送電工事に関しては、現場代理人

として送電線の巡視業務に於いては電力の安定

供給に最善の気を配ると共に課員の現場育成に

当り、取引先の信頼度を高め、会社に多大の貢

献をしている。    



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  溝下 澄子 推薦者：堤 脩会員 

   医療法人回生会堤病院[介護福祉士] 

      勤続年数：１０年１ヶ月 

推薦理由：永年にわたり、介護福祉士として現

場の最前線で日夜業務に従事し、他職員の模範

となるべく、日々職務を全うし貢献しており、

優良職員として推薦する。   

  長塩 清美 推薦者：堤 脩会員 

   医療法人回生会堤病院[介護福祉士] 

      勤続年数：１０年 

推薦理由：永年にわたり、介護福祉士として現

場の最前線で日夜業務に従事し、他職員の模範

となるべく、日々職務を全うし貢献しており、

優良職員として推薦する。 

  助広 江美 推薦者：友永和宏会員 

（医)豊泉会 豊永耳鼻咽喉科医院[医療事務] 

      勤続年数：１０年６ヶ月 

推薦理由：事務長として確実で丁寧な仕事振り

と誠実で寛容な人柄で職員からの信頼も厚い。 

  山本 恵三 推薦者：木村正美会員 

   健康保険人吉総合病院[医師] 

      勤続年数：２年６ヶ月 

推薦理由：人吉球磨地区の脳卒中急性期医療を

担っている。また、院内においては救急診療部

長として救急部門の重要な役割を果たし、ス

タッフからの信頼も厚い。 

  樋口 和美 推薦者：木村正美会員 

   健康保険人吉総合病院[看護師] 

      勤続年数：６年３ヶ月 

推薦理由：がん放射線療の治療が安全・確実に

全人的な看護実践を提供することができる全国

に64名（熊本県2名）の中の一人である。その

専門的知識と実践力を基盤として、院内のみな

らず他県での講演や多職種と協同し積極的な看

護活動を継続している。 

  吉田 康輝 推薦者：葉山稔洋会員 

   有限会社葉山葬祭[葬祭事業全般] 

      勤続年数：４年１１ヵ月 

推薦理由：昨年葬祭ディレクターの資格を取得

し、葬祭サービスの提供にあたって、ご遺族様

の想い、要望を真摯に受け止め業務を遂行し、

持ち前の笑顔で仕事柄暗かった社内に和やかな

雰囲気を醸し出し、葬祭事業の社会的使命を自

覚し、事業活動を通じ地域発展に貢献し、会社

にとって有用な存在なので優良職員として推薦

いたします。 

  福島ゆかり 推薦者：木村正美会員 

   健康保険人吉総合病院[薬剤師] 

      勤続年数：３年８ヶ月 

推薦理由：薬剤部長として薬剤部の充実を図

り、若手薬剤師の育成に努めている。また、院

内の各種臨床研究においては指導者として教育

に携わり、各部門の技術向上の評価に貢献し

た。 

  赤池 美春 推薦者：宮原和広会員 

   有限会社肥後クリーン[清掃員] 

      勤続年数：１６年 

推薦理由：平成8年入社以来、女性のリーダー

として後輩の指導に努め会社に多大な貢献をし

ている。 



 受賞の職員様へ表彰状と記念品が贈られました 

 

 謝 辞      ㈱丸尾ホンダ 熊田政満様 

 本日は、伝統と歴史ある人吉ロータリークラ
ブ様より、このような盛大な式を開いていただ
きありがとうございます。受賞者１２名を代表
いたしまして、ご挨拶を申し上げます。 
 私たちは、地域の皆様のお役にたてるよう、
そして会社の繁栄と家族のため、日々精進をし
て参りました。今回の表彰は、まことに身に余
るもの、感激にたえません。しかし、同時に責
任の重さに身の引き締まる思いでございます。 
 今後は、表彰者の名に恥じぬよう、更に努力
する覚悟でございます。いままで同様、温かい
ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 
 最後になりましたが、人吉ロータリークラブ
様の、益々のご発展を祈念いたしまして 
受賞者代表の挨拶に代えさせていただきます。  
 本日はありがとうございました。 
 
【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・青木会員 先日、ＮＨＫで紺屋町界隈が紹 

 介され、お蔭様で連休中は観光客で賑わい 

 ました。感謝の意を込めてニコニコしま 

 す。               5,000 

・堤正博会員 5月20日(日曜日)に第26回目の 

 繊月まつりを実施致します。お時間がとれ 

 る方は、ぜひ車を運転しないでお出で下さ 

 い。               5,000 

・尾上会員 この度は横着なご案内状を出 

 し、申し訳ありません。今後共、御指導お 

 願い致します。          5,000 

・安達会員 優良職員表彰、おめでとうござ 

 いました。今後もご活躍下さい。  2,000 

・岩井会員 助広さん、優良職員表彰おめで 

 とうございます。どんなに忙しくても笑顔 

 で接していただきありがとうございます。 

                  1,000 

・堤脩会員 ２名の優良職員表彰ありがとう 

 ございました。          10,000 

・友永会員 優良職員表彰に当院の助広がお 

 世話になり、ありがとうございました。学 

 校検診のため早退致します。    10,000 

・丸尾会員 優良職員表彰を私の会社の熊田 

 君が表彰されました。ありがとうございま 

 す。                2,000 

・木村会員 優良職員3名の表彰に対して御礼 

 申し上げます。            5,000 

・延岡会員 優良職員として坂本君、木戸君 

 ２名を表彰して頂き、ありがとうございま 

 した。２人の更なる活躍を期待します。 

                  6,000 

・伊久美会員 当社から２名も表彰されまし 

 て、ありがとうございました。   2,000 

・立山会員 本日のアクトの例会が出来ずす 

 みません。残り一ヶ月しっかり頑張りま 

 す。               1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード5/18合計54000 

 
【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 
・葉山会員 吉田・瀬尾両氏のこれから益々 
 の活躍を期待して財団に寄付します。＄100 
・宮原会長 12名の被表彰者の皆さん、おめ 
 でとうございました。当社の赤池もその1人 
 です。ありがとうございました。  ＄100  

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 
※中島会員の国際大会報告は次回掲載します。 

  瀬尾 知起 推薦者：葉山稔洋会員 

   有限会社葉山葬祭[葬祭事業全般] 

      勤続年数：３年１１ヵ月 

推薦理由：昨年葬祭ディレクターの資格を取得

し、葬祭サービスの提供にあたって、ご遺族様

の想い、要望を真摯に受け止め業務を遂行し、

人の嫌がる仕事を率先し、葬祭事業の社会的使

命を自覚し、事業活動を通じ地域発展に貢献

し、会社にとって有用な存在なので優良職員と

して推薦いたします。 


