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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    安達玄一会員              
 

来訪者紹介   渡辺洋文会長 
 
           優良職員表彰 被表彰者 １０名 
 
 

 
 
 

       会長 渡辺洋文 
  

 本日のプログラムは、優良職員表彰と新入会員入

会式です。宜しくお願いします。 

 表彰というと、上から目線で表彰してやるみたい

なようで、あまり好きではないのですが、ロータ

リークラブには、職業奉仕と言う理念が有ります。

これは他の団体には無いロータリークラブ独特の理

念と言ってもいいと思います。短時間で説明するの

は難しいのですが、つまり、職業を通して社会に奉

仕をする、そのままですが。 

 何故、職業奉仕が出来るのか？それは、取りも直

さず職員の皆様が一生懸命働いてくれているおかげ

だと思います。本日は感謝の意味も込めて表彰をさ

せて頂きたいと思います。 

 初めてロータリーの例会に参加される方は，最初

に国歌斉唱があって、なんだか怪しげな右翼団体

か？みたいに感じられる方も居られるかも知れませ

んが、「国際ロータリー」は世界初の奉仕クラブ団

体であり、200以上の国と地域に33,000近くのクラ

ブを擁し、会員数は120万人以上です。ロータリー

の理念は、ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべ

ての職業において高度の道徳的水準を守ることを奨

励し、世界においては、親善と平和の確立に寄与す

ることを指向した、事業及び専門職務に携わる指導

者が世界的に連携した団体である、と言う事なんで

すが、僕が説明するよりも、「ロータリー100年の

歴史」と言うビデオが有りますので、それを見て頂

いた方がいいと思います。 

新入会員の方はもちろんですが，現会員の方もこれ

を見て、認識を新たにして頂ければと思います。 

 ～ロータリー100周年 ロータリの歴史～ 

 

   幹事 井手富浩 

 
 
【5/9定例理事会承認事項】  

①6月6日(金)の例会は「賀寿会」の為、時間を18時 

 30分に変更 

【連絡事項】 

①ガバナー事務局より地区大会にてお手伝い頂いた 

 各クラブ会員の御夫人方への慰労会の案内が届い 

 ております。 

  日 時；5月26日(月)18:00～  

  場 所；「京だる」会費￥2,000 

  申込締切5/21(水) 

②人吉市国際交流協会より平成26年度人吉市国際交 

 流協会総会の案内が届いております。 

  日 時；6月16日(月)18:30～ 

  場 所；市役所3F第1会議室 

  締切6/11(水）まで→会長へお渡しします。 

③公益社団法人くまもと被害者支援センターより、 

 平成26年度会費の納入のお願いが届いておりま 

 す。社会奉仕委員会にて予算化(2万）しておりま 

 すので施行します。 

【回覧物】 

 指宿ＲＣ週報、人吉中央ＲＣ週報  

 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より   

  「ハイライトよねやま」 170号  

 公益社団法人くまもと被害者支援センター機関誌   

  「センターニュース」VoI 22号 

【例会変更・取止め】     

 指宿RC5/20→時間変更18：30～                                          

 場所：いわさきホテル例会場「サンテラス」 

  

 ≪ 寄付の申し出 ≫  
 
 愛甲 康会員より、 

｢長男の結婚を記念して」

ロータリー財団、米山記念

奨学会へご寄付がありまし

た。 

通  算  2 7 9 6回 

2 0 1 4 年 5月 1 6日 

第 40 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 川越公弘委員 



 
    委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度より】     次年度会長 鳥井正徳 

 本日、次年度の委員会表を配っておりますが次年

度では委員会の組織変更を行います。 

 それからガバナー公式訪問が７月末に行われるた

め、家庭集会を５月～６月にかけて行っていただき

たいと思います。いくつかの委員会を合同にした会

合日程を後日差し上げますので宜しくお願いしま

す。 

 

 

  

 入 会 式 
 

 堀川匠太会員 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会     委員長 和田栄司 

 新入会員入会選挙の報告をさせて頂きます。 

 ＲＩ定款第５条第２節『クラブは善良な成人で

あって、職業上および、地域社会で良い評判を受け

ている以下のような正会員によって構成される。』

の定められた資格にもとづき、人吉ロータリークラ

ブ細則第11条により堀川匠太さんがクラブ定款の職

業分類と会員資格の条件をすべて満たしていること

を確認いたしましたので、先日5月12日人吉ロータ

リークラブ事務所においてオリエンテーションを受

けられ、クラブ会員に選ばれましたのでご報告いた

します。 

 堀川匠太さんのお父様は10年前に当クラブの会員

でおられましたので交代会員となります。以上ご報

告いたします。 

 

新会員紹介           推薦会員 丸尾 孜 

                    代理 井手幹事 

     堀川匠太（37歳） 

   大乗技建日本株式会社 代表取締役 

   住 所；球磨郡五木村甲1046-9 

   最終学歴；日本大学生物資源科学部 

   家 族；妻、子(3人) 

    職歴； 

     1999年4月衆議院議員 衛藤征士郎事務所秘書 

     2005年1月㈱技建日本取締役副社長 

     2006年8月 〃   代表取締役 

     2011年1月大乗技建日本㈱代表取締役（現） 

    趣味；ゴルフ、キャンプ 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉   会長 渡辺洋文    

 堀川様、御入会誠におめでとうございます。 

 ロータリーにはたくさんの価値がありますが、入

会しただけでその価値をもらえるわけではなく、あ

くまでも自分自身で発掘していく必要があると思い

ます。本日から出来るだけ積極的に参加してその価

値をたくさん見つけ、楽しいロータリーライフにし

て頂きたいと思います。 

 

入会者の挨拶        新会員 堀川匠太 

 ただ今ご紹介にあずかりました、

堀川匠太と申します。入会のご承認

を戴きまして本当にありがとうござ

いました。この日が来るのを私も大

変待ち遠しく思っておりました。 

 先月に入会する予定でございまし

たが、急遽、鳥インフルエンザ発生に伴いまして、

時間が取れなくなり大変失礼致しましたことをお詫

び申し上げます。 

 我が社の理念として、誠実・責任・進歩、この３

つの言葉を掲げております。誠実に仕事をして社会

における立場をしっかり自覚し、常に成長してい

く、ということでございます。 

 このような思いを持って、ロータリーの理念に反

しないようにしっかり頑張って参りますので、ご指

導を宜しくお願い申し上げます。 

 

所属委員会の発表      幹事 井手富浩 

 堀川会員ご入会おめでとうございます。 

 所属委員会は親睦委員会（村山委員長）とＳＡＡ

(漆野委員長）となります。両委員長、ご指導の程

宜しくお願い致します。 

 

ロータリー情報委員会    委員長 和田栄司 

〈後見人の指名〉 

 堀川会員の後見人は、推薦者の丸尾孜会員にお願

いします。 

 

 

【職業奉仕委員会】 
 

          2013-2014年度  

         優良職員表彰式 
        
               進行；岩井和彦委員長 

本日の出席率 

会   員   数   65名   73.77% 

出 席 免 除  4名  

5/2 例会取り止め 
欠 席 者 数 16名 

出 席 者 数  45名 

＊届け出欠席 平田・葉山・立山・有村・本田・齋藤・丸尾 

       戸髙・宮山・水野・大久保・下田・有馬・尾上 

       小林清・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本， 高山 



 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１２名の方々が選ばれました。 
 皆様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。 
 

 

  立山 英明 推薦会員：堤 正博 

    繊月酒造株式会社 [製造業] 

    勤続年数：１０年７ヶ月 

 平成14年に入社して以来、製品部に所属。誠実勤

勉で積極的な仕事振りは最良職員として十分に値す

るものである。 

  福田 春樹 推薦会員 和田栄司 

    株式会社 大和冷機 [配管工] 

    勤続年数：２２年７ヶ月 

 平成4年より21年にわたり大和冷機の設備部門の

長として勤められましたその技術は大和冷機はもち

ろん、業界の模範となるものでした。定年を迎える

にあたり、その業績を称え、ここに推薦いたしま

す。 

 鍋田 芙美子 推薦会員：堤 脩会員 

  医療法人回生会（堤病院付属九日町診療所） 

  [医事課] 

    勤続年数：１１年８ヶ月 

 永年にわたり、医事課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

に全うし貢献しており、優良職員として推薦する。 

 佐々木 貴大 推薦会員：延岡研一 

   人吉電気工事株式会社 [電気技術員] 

   勤続年数：１６年３ヶ月 

 平成10年1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。 

  桒原 輝美 推薦会員：上田一精 

     株式会社肥後銀行 [銀行業] 

     勤続年数：８年 

 当行入行前、陸上自衛官。今般、春の叙勲にて勲

五等瑞宝双光章が内定しており、5月14日皇居にて

叙勲式に出席する。叙勲内容は危険性の高い業務従

事によるもの 

  髙村 美保 推薦会員：堤 脩会員 

   （医）回生会 堤病院 [薬局助手] 

    勤続年数：１０年８ヶ月 

 永年にわたり、薬局助手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

務に全うし貢献しており、優良職員として推薦す

る。 

 境目美由紀 推薦会員：延岡研一 

  人吉電気工事株式会社 [経理事務責任者]        

  勤続年数：１３年６ヶ月 

 平成12年9月入社以来、経理事務責任者として、

各種帳簿の整理・試算表の作成・決算事務及び建設

業経営審査等における各種書類作成などにあたり、

建設業経理事務士の資格を有し、会社の日々の資金

繰など取引先より信頼を集め、会社に多大の貢献を

している。 

 溝下 豊 推薦会員：山賀勝彦 

    人吉冷蔵㈱ [冷蔵及び製氷]        

    勤続年数：１７年１ヶ月 

 製氷及び冷凍機のメンテナンスを主に担当してお

り、勤勉で積極的な仕事ぶりは工場の責任者として

会社に多大な貢献をしています。 

   堀田 香 推薦会員：小林祐介 

 （有）ライオン会館小林商事 [事務責任者]        

   勤続年数：１４年 

 平成12年4月入社以来、誠実で、明るく、初めて

の事や困難な事にも取り組み、取引先の方々にも信

頼され、会社に多大の貢献をしてくれています。 

   林 和子 推薦会員：外山博之 

  医療法人 愛生会 [介護支援専門員]        

  勤続年数：１１年３ヶ月 

 永年にわたり、介護福祉士として勤務していた

が、今年2月に第2デイサービスセンター愛生を開設

した際、介護支援専門員の資格を取得し、現在責任

者として勤務している。勤務態度もまじめで、職員

の信頼も厚く、愛生会にとってなくてはならない人

材である。 



・渡辺会長 堀川様、ご入会おめでとうございま 

 す。頑張って下さい。優良職員の皆様、ご出席あ 

 りがとうございます。感謝を込めて表彰させてい 

 ただきました。              

・延岡会員 ○我社の佐々木君と境目さんを表彰し 

 ていただきありがとうございました。2人の今後の 

 更なる活躍を期待します。○堀川社長、入会おめ 

 でとうございます。            

・伊久美会員 今日は我社から2人も表彰していただ 

 き誠にありがとうございます。男性の方は大きな 

 声で、女性の方はしっかり者で会社の育成に貢献 

 しています。               

・井手幹事 堀川匠太さん、御入会おめでとうござ 

 います。今後共末永く、お付き合いお願い致しま 

 す。また、本日優良職員の皆様おめでとうござい 

 ます。                  

・武末会員 ○堀川君の入会を心より歓迎致しま 

 す。（次男とマリスト高校で一緒でした）○ライ 

 オン会館勤務の堀田香さん本日は表彰おめでとう 

 ございます。（会館のお客より）      

・石蔵会員 優良職員の皆様、おめでとうございま 

 す。堀川さんご入会おめでとうございます。一緒 

 に楽しみましょう。                      

・鳥井会員 堀川匠太さんの入会を心から歓迎申し 

 上げます。人が良くやさしい会員ばかりです。よ 

 ろしくお願いいたします。                

・小林祐介会員 堀川君の入会を歓迎します。仲良 

 くやっていきましょう。又、当社の堀田香の表彰 

 ありがとうございました。                

・浅野会員 堀川会員入会おめでとう。例会とゴル 

 フ仲良くやりましょう。                  

・岩井会員 優良職員表彰者の皆様、本日は大変お 

 めでとうございました。堀川会員の入会を歓迎し 

 ます。                                  

・青木会員 堀川さん入会おめでとうございます。 

                                         

・週１回の日常茶(ちゃ）飯事よくある例会に新茶入 

 札という茶々がはいり、５回連続で欠席してしま 

 いました。皆さんから何やってんだと茶化されな 

 いようにアクトや早朝清掃でお茶を濁してます 

 が、理事会にも出られずごめんなさい。また逢う 

 日まで茶ようなら！ 

         欠席１回1,000円×5回＝5,000円 

   （今、茶かりきにガンバッテル立山茂より） 

 

【Ｒ財団委員会】 

・伊久美会員  同上                      

・延岡会員   同上                      

   

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 優良職員で表彰された皆様、誠におめ 

 でとうございます。堀川さんの入会ありがとうござ 

 います。これから宜しくお願いいたします。 

・山賀会員   同上                      

・伊久美会員  同上                      

・延岡会員   同上                      

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

【謝辞】        ㈱大和冷機 福田春樹様   

 表彰を受けました12名を代表し

て、お礼の言葉を述べさせていた

だきます。 

 私たちは、これまでそれぞれの

職務において精励して参りました

が、本日頂いたこの賞を糧に、地

域のため、会社のため、自分家族

のために、より一層努力していく所存です。 

 今後共どうぞ宜しくお願い致します。ありがとう

ございました。 

   

【ニコニコ箱委員会】     委員長 青木一幸 

・堀川会員 入会させて頂きありがとうございまし 

 た。ロータリー活動に役立てて頂ければと思いま 

 す。                   

・愛甲会員 長男の結婚の記念として。消防団や町 

 内会やソフト仲間等、本人の友人が主となり、人 

 吉ＲＣの皆様に声を掛ける事が出来なく、申し訳 

 なく思います。             

・浦田会員 長年の日頃の不摂生のためか、急に体 

 調をこわし、たくさんの人のおかげで無事生き延 

 びることが出来、半月ぶりに例会に出席できまし 

 た。感謝致します。           

・山賀会員 ○堀川氏の入会おめでとうございま 

 す。○優良職員として表彰された皆さん、本日は 

 おめでとうございます。今後共社業の発展の為、 

 頑張って下さい。             

・堤正博会員 ○我社の製品の責任者の立山英明君 

 が本日優良職員として表彰を受けます。ありがと 

 うございます。○明後日の18日の日曜日、28回目 

 の繊月まつりを実施します。時間がとれる方はぜ 

 ひお出かけ下さい。            

・堤脩会員 優良職員表彰式に2名も表彰していた 

 だきありがとうございました。      

・外山会員 優良職員表彰、有難うございました。 

 三名です。                

  桑原 都美子 推薦会員：外山博之 

    医療法人 愛生会 [介護支援専門員]        

    勤続年数：１７年８ヶ月 

 永年にわたり、介護福祉士として勤務しており、

平成22年5月に小規模多機能ホーム愛生を開設した

際に、介護支援専門員の資格を取得し、現在管理者

として勤務している。勤務態度もまじめで、職員の

信頼も厚く、愛生会にとって、なくてはならない人

材である。 

 二本松 成美 推薦会員：外山博之 

    医療法人 愛生会 [介護福祉士]        

    勤続年数：１７年 

 平成8年より、介護福祉士として勤務し、平成12

年3月、ヘルパーステーション愛生会を開設より、

現在管理者として勤務している。勤務態度もまじめ

で、職員の信頼も厚く、愛生会にとってなくてはな

らない人材である。 


