
 10月 職業奉仕 米山月間 

点 鐘             渡辺洋文会長 
 
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 坂井初男委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「我等の生業」 
 
司会・進行   平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介       渡辺洋文会長 
 
  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 九州本部 中小企業大学校人吉校 校長 中村 晃 様 
    
                      田中賢治後援会 前田 保 様  

 

     渡辺洋文会長 
  

 先週の夫人の会では、大勢のご夫人方にご参加頂

きましてありがとうございました。よろしくお伝え

下さい。 

 22日、Ｒ財団と米山の家庭集会が、延岡委員長宅

で開催されました。24日には戦略計画委員会の家庭

集会が有馬副幹事宅で開催されました。後程両委員

長より報告があるそうです。 

 さて、米デフォルト騒ぎは、案の定と言うか土壇場

で回避されました。これはだいたい想定内と言う事

で、市場も冷静に見ていた感じでしょうか。ネット

上では「またデフォルト詐欺か」という、コメント

もみられましたが、言うまでもなく少し先送りにさ

れただけで、構造的には何も状況は変わっていませ

んので、このまま行けば当然、同じ危機が再燃しま

す。 

 10月17日、米議会が「財政赤字上限を引き上げ

た」と理解している人が多いかもしれませんが、実

際は上限を引き上げたのでなく、上限を設けるとい

う制限を来年２月７日まで取り払う法案が可決され

たのだそうです。オバマは好きなだけ赤字国債を発

行出来る。そのため来年2月、法律が定めた期日まで

の期間に発行された米国債の総額がどれほどまでに

なっているか予想もつかないでしょう。要は、もう

この人類社会を支配してきたグローバル資本主義は

終焉を迎えつつあるということだと思います。中国

経済もバブル崩壊で相当痛んでいるし、日本のマス

コミでは何故かほとんど報道しませんが、韓国経済

は、いち早く破綻に追い込まれてしまうかもしれ

ないそうです。 

 日本経済も1000兆円の借金を抱えて大変です

が、今のところ諸外国ほど酷いというわけではな

いみたいですが、もしアメリカがデフォルトを宣

言すれば、日本では1,200兆円という莫大な金が

ぶっ飛ぶそうですから、人類が未だかつて経験し

た事のない「経済的特異点」に向かって突き進ん

で行くのでしょうか？ 

 大変動が起きているのは、金融経済だけではな

く、地球全体が、大きな変動の時期に差しかかっ

ているようです。アメリカのイエローストーンは

噴火が間近いという説もあります、大噴火が起こ

れば、半径1000kmが火山灰に覆われると言われて

います。メキシコで最も危険な火山と言われるポ

ポカテペトル火山も活動が始まったそうです。先

日霧島山（新燃岳）に火口周辺警報（噴火警戒レ

ベル２、火口周辺規制）が発表されました。 

火山活動も増えていますが、大きな地震も世界中

で頻発しています。9月24日から今日までの期間

に、Ｍ６以上の地震が立て続けに起きています。 
9月24日パキスタンM7.7  9月25日ペルー南東M7.1 

9月28日パキスタンM6.8   9月30日ニュージーランドM6.8 

10月1日オホーツク海M6.7 10月4日中央インド洋海嶺M6.4 

10月11日ニュージーランドM6.4   10月12日ギリシャM6.4 

10月15日フィリピンM7.1   10月16日ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱM6.8 

 10月19日にはメキシコのカリフォルニア湾で

M6.5の地震が発生したそうです。日本でも何時ま

た巨大地震や火山の噴火が起こるか解らないの

で、心配ですね。 

 

    井手富浩幹事 
 

【連絡事項】 

①人吉温泉観光協会より、人吉・球磨観光カレン 

 ダーの注文書が届いております。御希望の方は 

 注文書を後方に置いております。  

②RI2720地区 職業奉仕セミナーの申込み締切が 

 11/5となっております。日時は11/16(土)14:00 

 ～16:00、場所は熊本学園大学です。 

  → 岩井委員長に御願いします。  

③球磨川音楽祭実行委員会より、「第7回球磨川音 

 楽祭」に際しての御礼状が届いております。  

通  算  2 7 7 2回 

2 0 1 3年 1 0月 2 5日 

第 16 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 石蔵尚之委員 



④公益社団法人くまもと被害者支援センターより 

 センター設立10周年記念式典・シンポジウムの 

 案内が届いております。日時11/24(日)、場所は 

 ホテル熊本テルサです。  

⑤熊本県広告景観向上推進協議会より「ステージ 

 フォーラム」の開催の案内が届いております。 

 日時：11/19（火）13：30～16：00  

 場所：上天草市松島町合津「アロマ」  

⑥公益財団法人米山梅吉記念館より賛助会員の募集

（年間 １口 ￥3,000）及び秋季例祭の案内が届い 

 ております。     

【回覧物】 

 公益社団法人くまもと被害者支援センターより 

 機関誌「センターニュース」第21号 

【例会変更・取止め】 

熊本西・熊本中央・熊本西南RCより例会変更の案内           

「ガバナー公式訪問例会」の為、11/19(火)12:30～

場所「全日空ホテルニュースカイ」 

 

【来訪者よりご案内】 

          田中賢治後援会 前田 保 様 

 久しぶりに参加をさせて頂きます。 

 まず始めに、人吉ロータリークラブ

様の田中賢治コンサートへのご協賛あ

りがとうございました。 

 本日お手元にお配りしておりますチラ

シをご覧いただきますように、来月22日(金)人吉カ

ルチャーパレスにおきまして田中賢治チェロコン

サート第９回が、今回人吉出身でヴィオラ奏者の中

竹英昭さんを迎えて行なわれます。人吉ロータリー

クラブ会員さんの中に中竹さんの同級生がいらっ

しゃるということで大変心強く思っているところで

す。会員皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

      田中賢治チェロ名曲コンサートⅨ 

      〜中竹英昭氏を迎えて〜 

 11月22日(金)人吉市カルチャーパレス小ホール 

  開場18：00～ 開演18:30～入場ﾁｹｯﾄ 2,000円  

 

【国際ロータリー第2720地区より委嘱状】 

        中川貴夫会員 
  2013-2014年度地区戦略計画委員会附設 

   ロータリー研究会実行委員を委嘱  

               2013年10月11日 

 

     田中信也委員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【Ｒ財団委員会】        延岡研一委員長 

 22日、Ｒ財団と米山記念奨学委員会の家庭集会を

私の自宅で行いました。ご存知のとおり両委員会は

会長経験者からなる錚々たるメンバーです。 

 会合の主な内容は、寄付のお願いについて、100

万ドル食事の有効活用についてなどでした。その後

の親睦会では人吉で担当した地区大会の思い出、友

愛基金の経緯など、大変貴重なお話をお聞きするこ

とができ有意義な会合となりました。 

 

【戦略計画委員会】       鳥井正徳委員長 

第２回戦略計画委員会の結果の要点のみをお知らせ

します。 

１.これまでの各委員会の地域との係わりや、記念 

 事業、国際奉仕、米山記念奨学会、ロータリー財 

 団委員会等の活動をまとめ、いろいろな観点から 

 検討しました。その中で、いろいろな協議会への 

 会費や賛助金、支援金、表彰制度の中には、見直 

 す時期に来ているのがあるのではないか。  
 
２.会費が数年前の75名から64名と減っています。 

 当然会費も数年前とは相当減少しています。その 

 減少を補う形での特別会計からの繰入れなども考 

 えず、会費の納入に見合った予算を組み、特別会 

 計の使途を余裕あるものにしたらどうだろう。 
 
３.次年度、次々年度を見据えた社会奉仕、国際奉 

 仕活動について 

(1)次年度 第21回米山記念奨学生招待事業受入れに 

 ついて―  伊久美パスト会長が、全国理事とし 

 て次年度まで活躍されます。昨年度のチェン君の 

 経験をいかし、受け入れたらと思います。詳細に 

 わたっては、伊久美理事にお願いしたいと思いま 

 す。 

(2)青少年育成事業の一環として、高校生対象の奨 

 学金制度を創設できないかということです。人吉 

 ロータリーが独自に行う継続的な事業として育て 

 ていけたらと思います。資金面、対象者等々これ 

 から検討し、先輩会員のご意見などお伺いしなが 

 ら詰めていき、提案したいと思います。 

(3)渡辺会長が提案された「識字率向上への支援」

についても、どのような方法なら可能か、今後 

  検討していきたいと思います。 

(4）ロータリー財団委員会は、今年度地区補助金申 

 請に向けた調査も計画にあげておられます。各委 

 員会のご協力をお願いします。 

※奉仕委員会のアンケートの結果も踏まえて検討致 

 しました。 

 

【親睦委員会】         村山能史委員長  

本日の出席率 

会   員   数   64名    73.77% 

出 席 免 除  3名 1 0 / 4 出席率 72.13％ 

欠 席 者 数  16名 補  填  数 17名 

出 席 者 数  45名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 齊藤・中村・渕田・漆野・浅野・北・本田 

       尾上・青木・石蔵・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ合同家庭集会；山田 

 人吉RAC例会；武末・中島・立山・安達 

 地区米山セミナー；渡辺・宮原・石蔵・坂井 

ゴルフ愛好会１０月月例杯成績  10/14溝辺ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 石蔵尚之 54 53 107 36 71 

準優勝 塚本哲也 43 40 83 9 74 

３位 岩井和彦 47 48 95 18 77 

４位 岩本泰典 53 43 96 16 80 

５位 漆野智康 48 47 95 12 83 



 

【職業奉仕委員会】      

        職業奉仕月間卓話 

 

講師紹介            岩井和彦委員長 

  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

   九州本部 中小企業大学校人吉校 

        校長 中村 晃 様（58歳） 
出身地 熊本市 

学 歴 熊本県立熊本工業 電子科卒 

職 歴 

S48年4月 日本セントラル㈱入社 

S48年9月 退社 

S48年11月 日本電気精器㈱入社 

S50年3月 退社 

S51年8月 日本国有鉄道入社 

S62年11月 退社 

S62年12月 中小企業事業団（現 中小機構） 

平成25年7月 中小企業大学校人吉校 校長 

 熊本県出身、現在自宅は福岡とのことで単身で来

られています。お忙しい中、時間を見つけて温泉巡

りを楽しんでおられるそうです。お酒はそこそこい

けるとのこと、お誘いされてみてはいかがでしょう

か。ゴルフはヘルニアを患い10年前卒業されたとの

ことで残念です。本日は宜しくお願い致します。 

 

  ただいまご紹介いただきました中

小企業大学校人吉校の中村でございま

す。本日は、人吉ロータリークラブの

定例会にお招きいただき、また、講話

の時間をいただきまして誠にありがと

うございます。紹介の中にありました

ように、私は熊本市春日町に生まれ、高校卒業後、

東京の電気関係の会社２社に勤め、少しフリーター

をしている時に、国鉄の中途採用の試験があると父

から呼び出され、合格し国鉄に入社しました。皆様

ご承知のように国鉄が民営化されることになり、赤

字削減のため人員削減を求められ、残るか出るかの

２者択一を多くの職員が迫られました。結果、私は

中小企業大学校の職員として皆様の前に立たせてい

ただいているところであります。 

 本日は人吉校の事について話をさせていただきま

す。既に研修を受講されご存知の方もおられ退屈か

もしれませんが、少しの時間お付き合いください。 

 

     中小企業大学校 人吉校の概要 

１.独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構） 

 の人材育成事業 

 中小機構では、実践的な研修と各種セミナーによ

り、中小企業及び中小企業支援担当者の人材育成を

支援しています。具体的には、全国９カ所の中小企

業大学校を中心に、ビジネスパーソンとして「必要

な能力・資質・総合力」並びに部門別業務を遂行す

るために必要なビジネススキルの伸長を目的に、財

務、組織・人材開発、営業、マーティング、生産の

５部門に分類してコースを設定。中小企業の経営

者、経営幹部から中堅管理者、新任管理者、管理者

候補まで、各テーマを体系的に習得できるカリキュ

ラムを実施しています。 

２.中小企業大学校の地域展開 

 中小企業大学校は、全国９カ所（設置順に東京

校、関西校、直方校、旭川校、広島校、瀬戸校、仙

台校、三条校、人吉校）に設置され、毎年約25,000

名（東京校開校以来、約53万名）の中小企業や中小

企業支援担当者の方々に研修を実施しています。 

３.中小企業大学校の研修の特色 

（1）充実した研修内容 

  ①研修効果を高める参加型・少人数制 

  ②仕事に直結する実践的内容 

  ③体系的・階層別のテーマ設定 

（2）人的ネットワークの形成に寄与 

（3）研修に打ち込める好環境 

（4）参加しやすい受講料  

 単に講義を聴くだけでなく、全員参加の演習を行

ない、課題解決のために討論等を行なう研修となっ

ています。また、宿泊施設や食堂等もございますの

で、夜は焼酎を酌み交わしながら、違った業種や年

代の方たちと交流を図ることも出来ます。 

 更に、人吉商工会議所をはじめ、多くの市町村や

会議所等から研修費用への助成制度を設けていただ

き、受講企業の方々のご負担を軽減することが出来

ております。 

４.人吉校の沿革 

平成7年  地方校７校目として開校 

平成9年  経営管理者養成コース開始 

平成10年 中小企業支援担当者等研修開始 

平成16年 （独）中小企業基盤整備機構設立 

平成23年 第1次市場化テスト導入 

     企業向け短期研修及び施設の運営等業務を 

     民間事業者に委託 

平成25年 第２次市場化テスト導入 

     企業向け長期研修及び支援担当者向け研修 

     の運営業務を民間事業者に委託 

５.人吉校の施設の概要 

〇敷地面積 約31,000㎡ 

〇建物面積 約7,500㎡ 

  管理・研修棟２階、宿泊棟３階建て 

 大教室（定員80名）中教室（定員40名）食堂 

 喫茶店 宿泊室（研修生59室、講師5室） 

 浴室（大 小）テニスコート等の施設を擁 

６.人吉校の受講実績 

 平成24年度実績は、中小企業者研修71コース、支

援担当者研修５コースを実施し、1,127名の方が受講

され、平成７年の開校以来、21,000名を超える方々

の受講をいただいております。 

７.人吉校における中小企業者研修 

 中小企業の経営者、管理者、管理者候補等の方々

を対象に、①経営戦略、財務管理、生産管理、マー

ケティング等の自社の経営課題に応じた研修、②専

ドラコン  
６９歳以下 浅野 強 村山能史 

７０歳以上 伊久美寛志 鳥井正徳 

ニアピン   
   ③ 塚本哲也  ⑦ なし 

   ⑪ 石蔵尚之    ⑯岩本泰典  

べスグロ  
６９歳以下    塚本哲也  

７０歳以上    岩本泰典  

BB賞 片岡啓一 54 58 112 21 91 

敢闘賞 伊久美寛志 69 69 138 36 102 



 の卓話ありがとうございました。      

・岩井会員 中村校長、本日は卓話ありがとうござ 

 いました。                

・大久保会員 中小企業大学中村校長、卓話ありが 

 とうございました。            

・渡辺会長 中村校長、卓話ありがとうございまし 

 た。                   

・尾方会員 中小企業大学人吉校中村校長、卓話あ 

 りがとうございました。          

・愛甲会員 今年も田中賢治チェロコンサートご後 

 援ありがとうございます。チケット購入の程、宜 

 しくお願い申し上げます。         

・塚本会員 同伴者の方と好天に恵まれ、準優勝す 

 ることができました。賞品もたくさん頂きありが 

 とうございました。            

・岩本会員 山賀直前会長が東京駅で100円の時計を 

 1万円で買わされたそうです。相手がロータリー 

 バッヂを見て、素晴らしい人だと寄って来ておだ 

 てられ、その気になって買ったそうです。おめで 

 とうございます。馬鹿じゃなかろか！    

・伊久美会員 スマイルの当番ではないと思ってい 

 ますが、誰もいないので発表いたします。そして 

 やむを得ずスマイルいたします。      

【Ｒ財団カード】 

・中川会員 本日2720地区のロータリー研究会に配 

 属されましたところ、伊久美会員よりニコニコし 

 たらと言われ、Ｒ財団に致します！また、明日よ 

 り第３ゾーンでの会員増強研修が大阪にて開催さ 

 れますので行って参ります。そしてフィードバッ 

 クいたしますので宜しくお願い致します。  

【米山カード】 

・山賀会員 本日は中小企業大学の中村校長の卓話 

 を拝聴することが出来、受講した時を懐かしく思 

 い出しました。中村様のご健康とご活躍をご祈念 

 申し上げます。              

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

門的、体系的に学べる研修、③地域の特性に応じた

テーマでの研修、④時代にマッチした経営課題、新

たな施策に対応したテーマで研修等を実施していま

す。 

【平成24年度実績】71コース 受講者数：1,053名 

【平成25年度予定】66コース 

８.人吉校における中小企業支援担当者研修 

 都道府県の商工担当等の職員や商工会、商工会議

所の経営指導者、中小企業団体中央会の職員等の

方々を対象に、①経営管理、税務、財務等の研修、

②経営診断を行う上で必要となる知識や方法を習得

する研修を実施しています。 

 【平成24年度実績】５コース 受講者数：74名 

 【平成25年度予定】５コース 

９.人吉校を活用した取組み 

 九州経済産業局や人吉市等と連携したｾﾐﾅｰの実施

や、地域の活動に協力しています。 

〇農業ＩＴ化・人材育成セミナー（九州経済産業局 

 ・人吉市） 

 農業分野におけるＩＴ技術の活用、農家・流通業 

 者・消費者をつなぐネットワークの形成、ＩＴ技 

 術やマーケティングに精通した人材の育成などを 

 目的に実施 

〇ひとよし 花まる学園大学（人吉市、熊本学園大学） 

 地域特性を生かしたオリジナル性のある、深い学 

 びを目指して実施 

〇地元自治体等との連携 

 ・地元開催イベントへの後援 

 ・地元企業等への施設の貸出 

１０.来年度以降の研修について 

 現在、人吉校の研修業務につきましては、企業向

け研修及び支援担当者向け研修並びに施設の運営等

業務のうち機構が直接行う研修等一部を除き、民間

事業者に委託していますが、契約が本年度末で終了

するのに伴い見直しが行われ、来年度より企画及び

募集業務については、中小機構が行うよう本年の6月

14日閣議決定がなされました。 

 それに伴い、研修体系を、財務、組織・人材開

発、営業、マーケティング、生産の５部門から、企

業経営・経営戦略、組織マネジメント、人事・組

織、財務管理、販売・マーケティング・商品開発、

生産管理の６部門とし、よりニーズに沿ったコース

にすべく、平成26年度の企画の作成を始めていると

ころであります。 

 良い研修を提供出来るものと確信しておりますの

で、皆様のご受講をお待ちしております。 

 以上を持ちまして終わりとさせていただきます

が、中小機構は、研修事業の他に、経営課題解決等

のための窓口相談や専門家派遣、国際化支援、小規

模企業及び経営セーフティ共済等の様々な事業を行

なっておりますので、ご利用いただけたらと思いま

す。本日は貴重なお時間をいただきまして有難うご

ざいました。 

 

【ニコニコ箱カード】      伊久美寛志委員 

・田中賢治後援会 前田保様 田中賢治、中竹英昭 

 コンサート大変お世話になります。宜しくお願い 

 します。                 

・井手幹事 中小企業大学人吉校 中村校長、本日 

   夫人の集い夫人の集い（グリルＳＨＩＲＯ）１０月１８日（金）（グリルＳＨＩＲＯ）１０月１８日（金）  
        

 愛甲産婦人科ひふ科一階グリルSHIROに於いて開催

いたしました人吉RC夫人の集い～音楽を楽しむ会～に 

多くのご参加をいただき有難うございました。 

 少し肌寒い夜でしたが、室内は素敵な歌声と優しい

お料理で心も体も安らぐ時間となりました。 

 歌のゲストでご参加いただきました水野恭子さん、

美味しいお料理を出していただきましたグリルSHIRO

さん、お飲物をご提供をいただきました愛甲先生、 

ご協力頂きました皆様方に心よりお礼申し上げます。                       

            夫人の会 会長 渡辺孝子 

                 幹事 井手桂子 

 

 
 


