
通  算  2 7 5 1回 

2 0 1 3 年 5月 2 4日 

第 41 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山田仁法副委員長 

    

 人吉ＲＣ創立5/25記念例会 
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点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  渕田秀雄委員 

          国 歌     「君が代」 

           Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 
 
司会・進行   平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   山賀勝彦会長 
 
           優良職員表彰 被表彰者  ８名 

  

 

     山賀勝彦会長 
 

 ここ何日かは夏の到来を思わせるような汗

ばむほどの陽気となりました。このまま鮎の

解禁当初の６月中旬まで梅雨前線が南方海上

に居続けてくれればと思います。 

 それでは、本日のお客様を紹介します。 

 各事業所より推薦を受けられ、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８名の被表彰者の皆さまです。

本日は、誠におめでとうございます。後ほ

ど、皆さま方のご紹介と表彰をさせて頂きま

すので、まずはゆっくりとお食事をおとり下

さい。 

 ここで、本日来訪された皆様方にロータ

リークラブについて簡単にご紹介します。   

まず、『ロータリークラブとは何ですか？』

と云う疑問に対しては、ごくごく簡単に云え

ば、自分を磨き人を育て、時には慈善行為、

ボランティア活動などを行なう世界的な団体

です。また、ロータリーの二本の柱として、

親睦と奉仕があげられます。 

 次に『ロ―タリーの誕生』については、

1905年２月にアメリカ、シカゴでポールハリ

スと云う青年弁護士が友人３人と語らって、

お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事

上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展

するような仲間を増やしたいと云う趣旨でシ

カゴ・ロータリークラブが誕生しました。 

 そして、私ども人吉ロータリークラブは、

奇しくも56年前の明日の昭和32年５月25日

が、熊本県で２番目に産声をあげた日です。

本日は、その誕生日に一番近い例会日と云う

事で創立記念日となります。 

 本日は、創立記念日恒例のパスト会長によ

る卓話を、宮山パスト会長にお願いしてあり

ますので楽しみにしています。 

 本日表彰をお受けになる皆様方の推薦理由

を読ませていただきましたが、それぞれに専

門的な知識を駆使し業務を遂行され、役割を

果たされています。また、他職員の模範とな

り信頼も厚い方々ばかりです。私はその姿に

改めて敬意を表するとともに、今後とも事業

所の中心的存在としてご活躍されん事を祈念

いたします。 

 19日(日)は牛深ＲＣ創立50周年記念式典が

あり、当クラブより11名が出席してまいりま

した。ご出席いただきました皆さん、そして

運転をして頂きました中川会員、葉山会員、

大変お疲れ様でした。同じ19日は、当クラブ

堤正博会員企業の『繊月まつり』が盛大に開

催されました。あいにくの雨模様でしたが、

多くの来場者で賑わったと人吉新聞等で拝見

しました。誠におめでとうございます。例年

この祭りの売上金の全額を地域の学校等に寄

付されています。これこそ職業を通じて社会

に奉仕すると云うロータリーの精神そのもの

であると思います。 

 最後になりましたが、昨日次年度の委員会

開催案内のファックスが届きましたが、今ま



での委員会の組織構成とはすっかり変貌してい

て、よく考えられたなーと感心しました。時代

は確かに変革しています。さすが渡辺エレクト

です。次年度が益々楽しみになって来ました。 

 

     

     浅野 強幹事 
 

【連絡事項】 

１．人吉市暴力追放協議会より総会開催案内 

  [本田社会奉仕委員長へ]   

【回覧物】     

 玉名中央ＲＣの週報    

【例会変更、取止め】       
５クラブから連絡が届いています。本日はプログラ

ムの都合上、掲示板にて詳細は確認を願います。 

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC 5月27日 蛍鑑賞例会18時半～   

宇土RC 6月10日 歳祝い最終家族会18時半～ 

 〃  6月24日 例会取止め     

熊本中央RC 6月14日 厄入り厄晴れ会18時半～   

八代南RC  6月18日 慶寿の会18時半～    

熊本東南RC 6月19日 慶祝い会18時半～ 

    

   馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｒ情報委員会】          

      人吉ロータリークラブ 

        創立記念卓話 
 
               宮山 惇委員 

 明日５月25日は人吉ロータ
リークラブ創立記念日で誕生日
にあたります。（1957年昭和32
年）今年で56年になります。ち
なみに栞によりますと昭和32年

生まれの会員が４名いらっしゃるようです。こ
の会員は人吉ロータリークラブと同じ年を重ね
ていることになります。古きをたずねて新しき
を知る良い機会ですので、人吉ロータリークラ
ブ10年史を見て、その中より創立時を振り返っ
てみたいと思います。 
 当時の九州のロータリークラブは25有りまし

て、その創立は昭和８年に福岡、９年に門
司、11年に長崎、14年に熊本、戦時中は中断
がありまして、戦後になってロータリークラ
ブが復活すると、昭和24年に小倉、そして佐
世保、大分、別府、久留米、鹿児島、佐賀、
宮崎と各県にたくさん出来、29年に延岡、都
城、日南、若松、31年には八幡、戸畑、32年
に唐津、竹田、そして人吉と創立したので
す。竹田と人吉は２日違いで人吉が２５番目
の創立です。 
 人吉クラブ設立のいきさつは、当時熊本県
には、熊本ロータリークラブだけしか無く、
他の県のロータリークラブの間では淋しい想
いをしたと書いてあります。そこで県下各地
へロータリークラブの設立の打診をするので
すが、うまくいかなかった模様です。 
 その当時、熊本ロータリークラブの会員に
人吉出身の高嶋昻三氏（肥後相互銀行社長、
現人吉ロータリークラブ名誉会員高嶋康二氏
の御尊父）が在籍しておられ、週末によく人
吉へ帰られて高嶋木材産業に寄られ、そして
球磨川林業にも立ち寄られて神戸政郎社長と
は良くお話をなさっていたようです。 
 その会話の中でロータリーの精神でも話が
及び、ロータリークラブの設立をすすめられ
た様です。 
 この時が昭和32年の４月上旬で、早速６人
が（高嶋昻三、神戸政郎、藤村正典、上妻
進、堤貞雄（堤脩会員の御尊父）須子忠俊）
高嶋宅へ集まり、ロータリークラブ結成の話
し合いをして、４月17日には神戸、藤村の両
氏は熊本へ高嶋昻三社長をたずねて、ロータ
リークラブ結成の相談がなされています。 
 ４月29日には熊本ロータリークラブ会長吉
村常助（ズイヨウ社長）が人吉に来られて創
立の手続方法、その他細部にわたる書簡を渡
されています。この時の様子はチャーターメ
ンバーの堤貞雄氏の10年の歩みの中で細かく
書いておられます。ロータリー年度は６月に
終わるので折角なら年度内に創立して黒川ｶﾞ
ﾊﾞﾅｰ（山口）へのはなむけの気持ちで設立を
急がれたようです。 
 兎に角、複雑な事務手続き、基礎になる20
名のチャーターメンバーの選考時には10時間
にもなる打合せや協議を重ねて設立に向かう
のですが、後に４代幹事を務められた東大出
の英語に堪能な藤村正典氏の働きが大きかっ
た事が特別代表の吉村常助氏の祝辞の中でも
述べられています。この様な経過で５月25日
に創立総会が「鍋屋旅館」で21名の創立会員
で開催されたのです。 
 この時の入会金が7500円、年会費は15000円
と記録してあります。そしてこの創立総会よ
り２週間後の６月６日には本部より人吉ロー
タリークラブの承認、クラブ創立の最短記録
だったそうです。 

本日の出席率 

会   員   数   66名   93.55% 

出 席 免 除 4名 5/10例会出席率 70.97％ 

欠 席 者 数 4名 補  填  数 18名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  片岡忠・中川・尾上・小林清 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

クリーン人吉運動；中川・馴田・高山・武末・立山・鳥越・塚本 

ＩＭ（多良木）；板井・岩井・岩本・片岡忠・丸尾・宮原・中川 

        中島・馴田・延岡・大賀 



【職業奉仕委員会】 

      2012-2013年度 

    優良職員表彰式  
 

           進行；水野虎彦委員長 
  人吉ロータリークラブ職業奉仕
委員会では、会員事業所の中で、
優秀な人材を会員より推薦して頂
き、委員会にて選考表彰しており
ます。 
 本年度は８名の方々が選ばれ、

本日お越しいただいております。本日は大変お
めでとうございます。会員一同心よりお慶び申
し上げます。 
 それではこれより、表彰されます皆様のお名
前・事業所名・職種・勤続年数・推薦者名・推
薦理由の順でご紹介させて頂きますので、表彰
者の方は順にご登壇頂き会長より表彰をお受け
下さい。表彰状及び記念品をお受けになられま
したら、ご登壇のまま順にお待ち下さいますよ
うお願い申し上げます。 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  前田 瑠美子 推薦者：堤 脩会員 

  （医）回生会 堤病院 [介護福祉士] 

    勤続年数：１１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。 

  野本 知沙 推薦者：堤 脩会員 

  （医）回生会 堤病院 [介護福祉士] 

    勤続年数：１１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。 

  吐合 奈津美 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：１１年２ヶ月 

推薦理由： 

 真っすぐな性格で正義感が強く、とても活発

で、周りの人に常に助言してくれています。と

てもしっかり者ですが、ユーモアもあり、会話

には笑いがあふれていてみんなを和ませてくれ

るムードメーカー的存在です。 

  今村 日俊 推薦者：延岡研一会員 

   人吉電気工事（株） [電気技術員] 

    勤続年数：１８年１ヶ月 

推薦理由：平成７年３月入社以来、一貫して官

公庁、一般民間工事に従事し、工事に関する多

くの免許、資格を取得し、現場責任者として仕

事に取組み、取引先の信頼度を高め、会社へ多

大な貢献をしている。 

  久保田 江美 推薦者：葉山稔洋会員 

    (有)葉山葬祭  [葬祭事業全般] 

     勤続年数：３年７ヶ月 

推薦理由： 

 ３月末に東京で行われた第８回葬祭コーディ

ネーターコンテストにおいて、見事全国２位と

なる優秀賞を受賞し（サンケイ新聞・ＰＨＰに

掲載写真入り）、本人のスキルアップはもとよ

り、社員全体の刺激になったことでしょう。こ

の実績と経験をこれからの業務に活かしてくれ

ると信じています。 

 



 謝 辞            今村 日俊様 
 人吉電気工事工務部の今村と
申します。諸先輩方がいらっ
しゃる中、はなはだ僭越ではご
ざいますが、受賞者８名を代表
いたしまして謝辞を述べさせて
いただきます。 

 この度は、このような席をもうけて頂きま
したロータリークラブ会長様、会員様の皆様
に感謝申し上げます。 
 私は平成７年４月に入社し、これまで工務
部での仕事に励んでまいりました。本日この
ような賞を頂きましたことは、会社や家族、
そしてこれまで接してきた方々の深いご厚情
の賜物だと思っております。 
 私たち受賞者一同は、表彰を受けましたこ
とを胸に、身に付けました技術に磨きをか
け、この人吉・球磨地域の発展に貢献できる
よう努めてまいりたいと思っております。 
 最後になりますが、人吉ロータリークラブ
の益々のご発展と本日ここにいらっしゃる皆
様方のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、
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。 

 
【雑誌委員会】 
 

    ロータリーの友５月号紹介 

 
           紹介者 中島博之会員           
 
 皆さんこんにちは。今年度の優良職員とし
て表彰されました８名の皆さん、おめでとう
ございます。今後ますますのご精勤を期待し
ています。 
 只今プログラム委員会の方から「友の紹
介」とありましたが、会員の紹介ではありま
せん。ロータリアン（ロータリー会員）にな
りますと、今皆さんが手にしている月刊誌
「ロータリーの友」を購読する義務がありま
す。今月号で725号です。昭和28年の創刊です
ので満60年になります。日本のロータリアン
88,000人います全員が購読しています。  
 これまで「友」の配布日と表彰式が同じ日
になった記憶はありません。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  受賞の職員様へ表彰状と記念品が贈られました 

  東 帝秀 推薦者：延岡研一会員 

  人吉電気工事（株） [電気技術員] 

    勤続年数：１８年１ヶ月 

推薦理由： 

 平成７年４月入社以来、一貫して九州電力㈱

の発変電、送電、通信工事に従事し、特に通信

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

への配慮、取引先の信頼性を高めるなど、会社

に多大な貢献をしている。 

  上原 正彦 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：１７年１０ヶ月 

推薦理由： 

 人吉球磨地区の小児医療全般を担っている。

また、院内においては外来診療部長として外来

部門の重要な役割を果たし、スタッフからの信

頼も厚い。 

  岩崎 ユリ 推薦者：木村正美会員 

  健康保険人吉総合病院  

        [臨床研究コーディネーター] 

    勤続年数：５年５ヶ月 

推薦理由： 

 臨床研究コーディネーター（ＣＲＣ）として

受託依頼の治験や臨床試験・研究市販後調査の

遂行を始め、院内の臨床研究企画に携わるため

バイオ統計の医学修士を修得し、日々スタッフ

の研究支援に協力している。 



 紹介時間が６分となっていますので、お付き
合い願います。 
 皆さん、お気付きになられましたか？初めて
の経験？半分は横書き、裏から半分は縦書きで
出来ています。今日の記念にお持ち帰りいただ
き、精読いただければありがたいです。 
 それに１枚のロータリー資料を入れさせてい
ただきました。今、世界中でどんなことに取り
組んでいるのかを少しでもご理解していただけ
たらありがたいです。 
・ポリオ撲滅への闘い 
・すべての人に安全な「水」を  
・みんなが読み書きできるように 
        （識字率向上） 
・海外へ留学する学生への奨学金 
  海外の優秀な学生を日本に留学させる 
  「米山記念奨学金（今年は700名の外国の 
  学生を全国の大学に留学させて、1ヶ月10 
  万円～14万円を１年間から２年間支」 
・新しく始まったのが「希望の風奨学金」で 
 す。先ず３年計画で基金の20数億円を確保す 
 る最中です。東北大震災で両親を亡くした孤 
 児が大学生になったとき毎月５万円を支給す 
 る。只今０歳の孤児が大学を卒業するまでで 
 すから20数年かかる大事業です。その他世界 
 各国で支援しています。 

 
 横書きの１ページに掲載さ
れている写真の方は、埼玉県
八潮ロータリークラブ所属の
田中作次さんです。この方
は、世 界 200 か 国 以 上、
34,000クラブ、120万人の会

員を擁する、国際ロータリーの会長さんです。
ロータリー108年の歴史の中で、日本人３人目
の方です。最初の方は1968年（昭和43年）東ヶ
崎潔氏。二人目は1982年（昭和57年）大分県出
身の向笠広次氏です。31年ぶりの国際会長の誕
生です。 
 会長になると、その年のテーマを発表しま
す。今年１年のテーマは、正面に掲げられた
「奉仕を通じて平和を」です。120万人のロー
タリアンがこのテーマの基に活動するのです。   
 東ヶ崎氏のテーマは、「参加し敢行しよう」 
 向笠氏のテーマは、「人類はひとつ 世界中
に友情の橋を架けよう」でした。 
 今、ロータリーが最重点に取り組んでいるの 
が、地球上からポリオ（小児麻痺）を撲滅する
ことです。 
 ロータリーは撲滅を目指して20年以上取り組
んできました。ロータリー創立100周年（2005
年）までに撲滅宣言を目指してきましたが、
125か国から残り４か国（インド、パキスタ
ン、アフガニスタン、ナイジェリア）が撲滅で
きませんでした。 
 ７年後の2012年、やっとインドで１年間発症

数が０となったそうです。残り３か国(インド
の隣国パキスタン、その隣国アフガニスタン
とアフリカのナイジェリア）です。早い撲滅
宣言を期待して毎年2280クラブ（日本のクラ
ブ数）で資金を出しています。 
 日本では1980年（昭和55年の１例を最後に
現在までの30数年、野生株ポリオウイルスに
よる発症の報告がありません。2010年ＷＨＯ
は日本を含む西太平洋地域にポリオ根絶を宣
言しました。撲滅した日本国の医師が22人の
メンバーを率いて、11年間インドでワクチン
投与に活動し、インド発症０に貢献した記事
が「運命」のタイトルで掲載されています。   
 「ロータリーの友」は４コママンガもあり
ません。連載小説もありません。数年前の
「友」を出して読んでみて、何の違和感もな
く読める経験はあると思います。 
 縦書きの方は、国内のクラブの活動が紹介
されています。縦書きでないとダメの理由も
分かるでしょう。 
 どうぞ、ゆっくり時間をかけて読んでみて
ください。６月号を読みたくなる方が出てく
ることを期待しています。  
 
 
【ニコニコ箱委員会】  齊藤日早子副委員長 
・伊久美会員 我社から、今村・東の両君を 
 表彰していただきありがとうございまし 
 た。この両君は我社の中堅として期待をさ 
 れています。            
・堤脩会員 ①.上原先生いつもお世話になり 
 ありがとうございます。本日は人吉ＲＣへ 
 ようこそおいでいただきました。歓迎いた 
 します。また、本日の表彰おめでとうござ 
 います。              
 ②.私の病院から２名も表彰いただきありが 
 とうございます。          
・堤正博会員 ①繊月まつり無事終了しまし 
 た。雨の中たくさんの方々にお出でいただ 
 きました。②5月17日芦北町の焼酎の出荷式 
 がありました。ローカルニュースで流れま 
 したので。             
・友永会員 本日当院の吐合奈津美を表彰し 
 て頂きありがとうございました。   
・木村会員 表彰していただきありがとうご 
 ざいます。新病棟共々、今後も宜しくお願 
 いします。             
・青木会員 ①.優良職員表彰の皆さま本日は 
 本当におめでとうございます。今後の益々 
 のご活躍を祈念申し上げます。    
 ②.所用の為、早退させて頂きます。  
・延岡会員 我社のホープ東君と今村君への 
 優良職員表彰ありがとうございます。二人 
 の益々の活躍を期待します。     
・葉山会員 弊社職員の久保田さんこれから 
 も自分自身のレベルアップを図り、会社の 



 
       
         

 為に頑張って下さい。優良職員表彰おめで 
 とうございました。         
・中村会員 お客様来社のため早退致します。 
                   
 
【Ｒ財団委員会】 
・山賀会長 本日、優良職員として受賞されま 
 した８名の皆さま、誠におめでとうございま 
 す。今後とも職場の模範となるようご活躍下 
 さい。宮山パスト会長、創立記念卓話ありが 
 とうございました。         
 
 
      点 鐘  山賀勝彦会長 

                               
  

  
 
    

夫人の集い（ Kura-倉Cafe ）５月２５日(土)  

 今年の夫人の集いは願成寺町高台にあるフレンチ
カフェ“Kura-倉Cafe ”に於いて開催されました。 

 自然に囲まれた、人吉、球磨川が眺められる絶好

のロケーションと美しい庭の木々や花。そして美味

しい料理とワイン。そんな女子のポイント高い素敵

なお店でにぎやかに行われました。 

 また、馬場敬子夫人と荒毛様によるピアノ＆サッ

クスのコンサートが企画され、会場は甘美な音色に

包まれました。 

  

多くのご参加、本当にありがとうございました。 

熊本第６グループＩＭ（多良木）５月11日(土) 


