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   会長 鳥井正徳 

 

 先々週は、移動例会、そして先週は例会が休

みでしたので久し振りの感じがいたします。そ

の間の情報をまずお知らせいたします。 

  １０月１９日の第６グループ合同ゴルフコ

ンペは、多数の会員をお迎えし、大変盛会に無

事終了することができました。具体的な結果等

につきましては、北実行委員長からあると思い

ますが、ゴルフ愛好会の皆様の全面的なご協力

に対し、お礼申し上げます。 

 １０月２５日の例会は、社会奉仕委員会の

計画で、地域理解の推進と会員相互の親睦を

目的に、くまがわ鉄道「田園シンフォニー」

での移動例会でした。くまがわ鉄道取締役の

深水雄二総務部長も同乗され、大変意義ある

楽しい例会でございました。期日や時間の変

更で、出席者がやや少なかった感じはいたし

ましたが、ひまわり亭の特別弁当を食べなが

ら、湯前往復はあっという間に過ぎてしまい

ました。この例会が、地域理解と地域支援に

つながればと思います。担当された社会奉

仕、ＳＡＡ、プログラム委員会の皆様のご尽

力に感謝申し上げます。 

 １０月２８日には、米山奨学委員会の家庭

集会が、葉山委員長宅で開催されました。米

山奨学会への寄付の現状と寄付をどのように

増やしていくか等について具体的な資料を基

に話し合いがなされました。又その寄付が意

味するところを分かり易く説明していくこと

も確認されました。奥様手作りの料理は格別

であったことは言うまでもございません。 

 １０月３０日には、ローターアクト１０月

第２例会が、矢黒町の少林寺拳法道場で開催

され、新入会員４名を迎えたなかなか楽しい

例会でした。 

 先の例会で「人吉ロータリークラブ奨学金

制度」の規則、要項等について最終提案がな

され、御承認を得たところでございますが、

先日人吉高校と球磨工業高校に片岡委員長、

有馬幹事とお伺いし、御説明申し上げました

ところ、大変感謝され、ありがたいというお

言葉をいただきましたことを御報告いたしま

す。１２月中に推薦学生を上げていただき、

１月中には奨学生を決定する方向で進めるこ

とになりました。会員の皆様の御協力に心か

ら感謝申し上げます。 

 １１月は、ロータリー財団月間です。正式

名は、国際ロータリーのロータリー財団で



す。これは、世界的な規模で、慈善・教育・社会

福祉分野でより良きことをするための基金を作る

よう提案されたのが始まりと言われています。１

１月１５日を含む一週間を、ロータリー財団月間

と定められています。人吉ロータリーでも、長年

これに協力しているところですが、今年も宮原和

広委員長の下に、一人１５０ドルの達成目標をか

かげて取り組んでいただいております。また来年

度、地区補助金の活用も視野に入れて、計画を進

める予定になっています。御協力を御願いしま

す。 

 さて、早いもので今年度の年次総会を１２月５

日に開催の予定です。この総会で、次々年度会

長、役員、理事を発表して承認を受けることに

なっています。クラブ細則第一条第一節は、総会

の一ヶ月前に次々年度会長候補者の指名を求めて

います。つきましては、次回の例会日までに、自

薦・他薦を問いませんので会長か幹事にお申し出

をよろしくお願いします。 

 本日は、映画「スクール・オブ・ナーシング」

のプロデューサー山﨑歩様の御説明がございま

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地区会員増強・拡大部門  

 中川貴夫部門長から「SAKUJI作戦」の推進依頼 

 が届いています。→有村会員組織増強委員長へ 

 お渡しします。 

②国際ロータリー第2720地区米山記念奨学部門  

 秋山実部門長から学友会設立準備委員会活動へ 

 の協力依頼が届いています。フリーマーケット 

 で売れそうで、家庭や会社で眠っているものを 

 クラブ単位で送ってほしいという依頼です。 

 →葉山米山記念奨学委員長へお渡しします。 

③国際ロータリー第2720地区ガバナー事務局から 

 ・平成26年11月のガバナー月信がホームページ 

  に掲載されましたのでご覧下さいととのお知 

  らせが来ました。熊本第6グループ（人吉・多 

  良木・人吉中央）訪問の記事も掲載されてい 

  ます。 

 ・11月のロータリーレートは１ドル106円です。 

④人吉市教育長から第61回人吉球磨総合美展の礼 

 状が届いています。 

⑤人吉市新年名刺交換会から平成27年打ち合わせ 

 会開催の案内が届いています。日時は平成26年 

 11月17日11時から人吉市商工会議所２Fです。 

 →鳥井会長へ 

 尚、名刺交換会の日時は、平成27年1月7日(月) 

 18時30分より、清流山水花あゆの里で行われま 

 す。 

⑥日本百名城人吉お城祭り実行委員会から「全体 

 会議」開催の案内が届いています。 

 日 時：平成26年11月18日(火)午前10時から 

 場 所：市役所別館2階202会議室→鳥井会長へ 
 
【回覧物】 

①高松南ＲＣ会長マスウド・ソバハニ会長テヘラ 

 ン生まれペルシャ系アメリカ人から例会参加の 

 お誘いが届いています。 

②公益社団法人くまもと被害者支援センターから 

 機関誌「センターニュース」・「犯罪被害者週 

 間」事業チラシが届いています。 
 
【例会変更及び取り止め】 

①熊本西ＲＣ11/25(火)、熊本西南ＲＣ11/27(木) 

 の例会は熊本第４グループＩＭ」の為 

 →11/24(月)13：00～ ＡＮＡクラウンプラザ 

  ホテル熊本ニュースカイにて 

②熊本江南ＲＣ11/19(木)は「職場訪問例会」の為 

 11/19(水)12：00～ ＮＴＴ西日本（熊本市中央 

 区桜町３－１）にて。サイン受付はありません 

③熊本北ＲＣ11/13(木)熊本グリーンＲＣとの合同 

 例会の為11/10(月)18:30～熊本ホテルキャスル 
 
【来訪者より】     坂口英雄ガバナー補佐 

 本日は10月19日のゴルフコンペの御礼とＩＭの

案内に参りました。去る19日の熊本第６グループ

ゴルフコンペに際しましては鳥井会長はじめゴル

フ愛好会の皆様に大変お世話になりました。 

とくに北会員には、試合までの準備、当日の受

付、進行、表彰式までと何から何まで助けていた

だきました。お礼申し上げます。 

 それから、ＩＭでございますが11月22日(土)、

ホテルサン人吉に於きまして午後２時より熊本第

６グループＩＭを開催いたします。地区職業奉仕

部門長前田眞実氏に職業奉仕について話をしてい

ただいた後、グループ討議を行ないます。 

 職業奉仕について良く理解していただくことが

目的でございますが、堅苦しくない勉強会にした

いと思っております。その後懇親会となります。

皆様の多くの参加を宜しくお願い申し上げます。 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁 

1１月の結婚祝い  

 片岡啓一会員  １日 

 浅野 強会員 ２日 

 馬場貞至会員 ３日 

 釜田元嘉会員 ７日  

 齊藤日早子会員11日 

 北昌二郎会員 18日 

 浦田繁喜会員 21日 

 堤 脩会員   23日  

  安達玄一会員  ２日 

 塚本哲也会員 ３日 

 山口令二会員 ４日 

 本田 節会員 11日 

 堀川匠太会員 14日 

 



  
         委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】   ゴルフ担当委員 北昌二郎 

   

  ≪ ゴルフ愛好会11月遠征試合のご案内 ≫ 

      試合会場； 溝辺カントリークラブ 

      開 催 日；  １１月２０日（木） 

          現地集合９時１５分 

          スタート９時５９分 

 参加者は乗り合わせの予定です。参加者が多け

れば一人2,000円程度で、マイクロバスを借りま

す。多くの参加をお待ちしております。 

            

【ご案内】         

            スタジオレヴォ 

             代表取締役  山﨑 歩様 

  皆さまこんにちは。映画「ス

クール・オブ・ナーシング」プロ

デューサーの山﨑です。今回はこ

のような場で貴重なお時間をいた

だきありがとうございます。 

 

【企画背景】 

 現在私どもは、人吉市を舞台に、看護師を目指

す学生を主人公とした「スクール・オブ・ナーシ

ング」という映画の製作を進めています。来週12

日に青井阿蘇神社にて成功祈願をした後、クラン

クインする予定です。 

 この映画を企画した背景としましてはやはり日

本社会の少子高齢化問題があります。2011年に世

界の総人口が70億人を突破した一方で、日本では

2014年に新成人となる若者の数が過去最低の約121

万人となり、医師不足・看護師不足は深刻な問題

です。そのような状況の中で、映画やテレビドラ

マでは医師の活躍を映画いた作品は多数あります

が、看護師に焦点を当て、「看護とは何か」「看

護師になるとはどういうことなのか」を正面から

映画いた作品はあまりありませんでした。映画の

中で看護の魅力を伝え、看護師になりたい！と

思っていただくことで、看護師を増やしたいとい

う想いがこの映画企画には込められています。

「看護師を目指す学生」の成長をとおして看護と

いう「命」にかかわる仕事の難しさや、そこから

＊届け出欠席 青木・有村・馬場・堀川・下田・戸高・本田・岩井 

       釜田・川越・北・友永・小林清・小林祐・宮山・村山 

       外山・永尾・中川・中村・馴田・延岡・堤正・堤脩 

       大賀・大野・岡・尾上・齊藤・上田・漆野・和田・渡辺 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

青少年育成･ＲＡ委員会家庭集会；渡辺･本田･安達･原田･武末･平田 

人吉中央ＲＣ例会；中川  地区Ｒ研究会；中川 

米山記念奨学委員会家庭集会；井手・伊久美・小林清・葉山   

人吉ＲＡＣ例会；鳥井            

 10/25列車例会 出席率 

会   員   数   63名   42.11% 

出 席 免 除  6名 10/10出席率 77.59% 

欠 席 者 数 33名 補  填  数 13名 

出 席 者 数  24名 修 正 出 席 率 100% 

1１月の誕生祝い  

 永尾禎規会員  ３日 

 本田 節会員  10日 

 板井英朗会員  16日 

 水野虎彦会員  28日 

 大野啓介会員  30日 

 

  

  愛甲 康会員  ５日 

  片岡啓一会員  15日 

  岡啓嗣郎会員 22日 

 尾上暢浩会員 29日 

本日の出席率 

会   員   数   63名   77.19% 

出 席 免 除  6名 10/25出席率 42.11% 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 11名 

出 席 者 数  41名 修 正 出 席 率 61.40% 

＊届け出欠席 渡辺・平田・山口・和田・中島・本田・青木 

       中村・葉山・堀川・尾上・有村・井手・浅野 

       小林祐・堤正 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

米山夏季研修；中川 

人吉ＲＡＣ例会；鳥井・原田・延岡・浦田・武末・安達・本田 

        永尾・平田・尾上            

４位 和田栄司 48 48 96 22 74 

５位 塚本哲也 40 44 84 10 74 

７位 水野虎彦 45 49 94 18 76 

10位 岩本泰典 49 48 97 18 79 

 ＢＢ賞 浦田繁喜  敢闘賞 石蔵尚之   

  

ドラコン 

  

  70歳以上  69歳以下 

中島博之 岩井和彦 

和田栄司 板井英朗 

ニアピン   
    岩井和彦    中島博之 

    北昌二郎   水野虎彦    

べスグロ  
69歳以下   浅野 強  44・37・81  

70歳以上   鳥井正徳 48・47・95 

        ゴルフ愛好会１０月例杯ゴルフ愛好会１０月例杯  成績成績  
      熊本第６グループ合同コンペ熊本第６グループ合同コンペ  1010/19球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 浅野 強 44 37 81 12 69 

準優勝 齊藤日早子 48 58 106 36 70 

３位 岩井和彦 44 43 87 14 73 



得られる感動を丁寧に伝えられる映画です。 

【なぜ、人吉なのか？】 

 看護という仕事の根底には「癒し」があると考

えています。スーパードクターが最先端の技術を

駆使して病気を治療するような派手さはありませ

んが、辛そうにしている人がいた時に声をかけた

り、背中をさすってあげたりと、非常にプリミ

ティブな行為が看護の原点だと感じています。そ

ういった理由から、この映画は地方都市を舞台に

したいという想いをかなり以前から抱いていまし

た。ご縁があって人吉を訪れた際に、球磨川の雄

大な流れに感動し、自然あふれる城下町の佇まい

や由緒ある数々の神社仏閣に感嘆し、温泉施設や

病院の多さに驚きながら、この土地に暮らす人た

ちの暖かさに触れ、人吉はまさに「癒しの街」だ

と感じました。この映画の舞台としてこれ以上な

い撮影地です。「人吉でやろう！」と決めるのに

時間はかかりませんでした。 

【ご支援のお願い】 

 この映画は日本看護協会や日本医師会をはじめ

とした10を超える医療系の団体と、人吉市や球磨

郡町村会といった行政機関、人吉新聞社などの一

般企業からも後援をいただいています。 

 また、愛生会外山内科・外山病院様を筆頭に、

豊永耳鼻咽喉科医院様、とやまクリニック様、願

成寺ごんどう医院様など、人吉市内の多くの医療

機関からのご協力・ご支援をいただいています。

人吉を舞台にすると決めた以上は、九州南部の架

空の都市という設定ではなく、熊本・人吉が舞台

の映画として発信します。医療とはあまり関わり

のない業種の皆さまからも、「人吉のご当地映

画」として全国に発信できるよう、何卒ご支援を

よろしくお願いいたします。 

 具体的なご支援内容につきましては、製作費と

して協賛金を募っています。法人様からは１口5万

円の協賛をお願いしており、２口（10万円）以上

のご支援をいただいた場合には映画のエンドロー

ルにご名称を掲載させていただきます。拠出され

た協賛金は、広告宣伝費として損金にすることが

可能ですので課税の対象にはなりません。看護・

医療・福祉の領域にこれからにおいて大きな意義

のある映画です。この映画を人吉の皆様と一緒に

盛り上げ、製作していきたいと考えていますの

で、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

※協賛金の振込先等、ご支援に関する詳細は

support@nurse-movie.jpもしくは 080-4329-2301

（山﨑）までお問い合わせください。 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 平田フク 

・坂口Ｇ補佐 今日はお邪魔します。遅くなりま 

 したけど、ゴルフコンペ大変お世話になりまし 

 た。又、11月22日(土)のＩＭ宜しくお願いしま 

 す。                  

・延岡会員 台風で延期になっておりました映画 

 『天心の譜』の上映会は11月16日(日)です。チ 

 ケット購入いただいた方宜しくお願いします。 

 当日チケットもありますので多くの方のご来場 

 をお待ちしております。         

・外山会員 映画『スクール･オブ･ナーシング』 

 宜しくお願いします。          

・堤脩会員 結婚記念日の祝いをいただきまし 

 た。有難うございました。        

・浦田会員 結婚祝ありがとうございました。 

                     

・釜田会員 結婚祝い有難うございました。 

・齊藤会員 ゴルフ復帰戦で準優勝ありがとうご  

 ざいました。メンバー(岩本大先生）にめぐま 

 れ、腰の手術１年でどうにか100が切れるような 

 り、また楽しみでゴルフが出来る事にニコニコ 

 します。                

・北会員 第６グループ合同コンペに多数のご参 

 加ありがとうございました。団体優勝と個人優 

 勝に対してニコニコします。結婚祝いありがと 

 うございます。             

・中川会員 他会議のため早退させていただきま 

 す。すみません。            

・岩本会員 10月スマイルの請求書に10円とあり 

 ました。武末スマイル委員の目耳ではなく、歯 

 が悪かったのでしょう。訂正します。   

・岡会員 誕生日です。          

・塚本会員 結婚祝ありがとうございました。夫 

 婦円満で頑張ります。          

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会員 同上             

【米山記念奨学委員会】 

・片岡会員 結婚誕生ダブルでいただきました。 

                     

・延岡会員 同上             

 

            点 鐘  鳥井正徳会長 

 

     ********* １１月例会予定 ********* 
 
 １１/１４(金) クラブ協議会 
         
 １１/２１(金)  Ｒ友紹介 

           パスト会長による“卓話の泉”     
         
 1１/２８(金) 外部卓話 

        人吉税務署長平岡様 
           
    ********* １１月行事 ********* 
 
11/8(土)  地区管理運営セミナー（宇佐） 

11/15(土) 地区創造的奉仕部門セミナー(日田） 

11/20(木) ゴルフ愛好会 溝辺ＣＣ  

11/22(土) 熊本第６グループＩＭ  

       ホテルサン人吉１４時～ 

11/27(木) 夫人の集い  

       あゆの里４階１１時30分～ 

 


