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点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 
 
             国 歌「君が代」 

             Ｒ Ｓ「我等の生業」 
 
司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 

 

   会長 鳥井正徳 

 

 早くも１２月を迎えました。思いかけなかった

衆議院議員選挙が始まり、慌ただしい年末になり

そうです。選挙が明るい展望を示してくれればい

いがなと思っています。 

 本日の例会は、うれしいことが３つあります。

①新入会員として、竹長一幸さんをお迎えするこ

とです。②次々年度会長、幹事さん、そして次年

度役員、理事さんが総会に於いて誕生することで

す。③一昨日の人吉新聞の一面に、先般お認めい

ただいた「人吉ロータリー奨学金制度の創設」に

ついての記事が掲載されました。（コピー配布し

ています） 

 これは人吉ＲＣの活動にも大きく資するものと

思います。又この事業は、長期的事業になると思

いますので、今後共に御協力を御願いいたします

と共に、掲載いただいた石蔵社長に心から御礼申

し上げます。 

 ところで先日の例会で、発達障害についてお話

申し上げましたが、本日は障害者が多くなった原

因や特に問題となっている衝動性について、また

発達障害について知っておいたほうがいいと思わ

れることを星野仁彦教授の研究を基にお話しして

います。 

１.発達障害者が増えている原因 

 ・未熟児など妊娠や出産時の異常が増えている 

  こと 

 ・ウィルス感染が多くなっていること 

 ・妊娠中のタバコ、アルコール飲用の増加 

 ・幼児期からの攻撃的なテレビやゲーム 

  （脳波が狂う） 

 ・睡眠覚醒リズムの狂い･･･ライフスタイル 

  の変化 

２.発達障害の中で最も問題となる衝動性につい 

  て 

 衝動性はいわば欲望を満たす行動です。幼少

期の「人の話を聞かない。順番を待てない。他

人を妨害する。欲望のままに行動する」などが

直らず、そのまま成人、大人になると、アル

コール、タバコ、ギャンブル、危険ドラッグ、

セックス、買い物、ネット誘惑などにはまり、

感情が不安定になり思わぬ行動に出るというこ

とです。勿論これには家庭状況が大きくからん

でいることは言うまでもございません。 

３．何が問題かと言いますと、本人が気づいて

いないことだそうです。自分で気付けば直る、

特効薬もあるそうです。 

４．管理職にある人は、自分や職員がどのよう

な点に該当するか確認してほしいと言っておら

れます。次のようなことはどうでしょうか。 

・人間関係や人とのスムーズな会話が基本的に 

 不器用 

・私物の管理、書類の管理、金銭管理などの能 

 力が低い 

・注意散漫で特定のことには集中するが、興味 

 がないと聞かない 

・感情や衝動性のセルフコントロールが困難 

・忘れ物が多く、整理整頓が不得意 

・マイナス思考、ネガティブ思考が強い 

 これらは殆ど私にも当てはまります。誰でも

障害は持っていることになります。まず気付く

ことだそうです。 

 まとめとして 

○発達障害は、学童期全般と思春期では約80％

改善できますが、中学生・高校生になると２次

障害を起こし困難となります。少年院の入所者

の８５％が発達障害をかかえているそうです。

しかもその100％が機能不全家族等家庭環境がゆ

がんでいたそうです。つまり発達障害だけでは

非行にならずプラス家庭環境が悪いとそうなっ



てくると述べられています。 

○発達障害者は、社会で大活躍し尊敬を集め、高収

入を得ている人もいれば、社会に適応できず、定職

につかない人もおり、天と地ほどの差がある、その

差は適職につけたかどうかによる、どのような仕事

に向くのか、向かないのか若い頃発達障害に気付い

てそれなりの援助をすることが必要である。 

現在増え続けている発達障害についてお話し申し上

げました。 

 

  

       幹事 有馬宏昭 

【理事会の承認事項】 

①会員候補者推薦状が提出されましたので、候補者 

 理事会で報告しました。 

 →有村会員増強委員長へお渡しします。 

②国際ロータリー2720地区2015～2016年度次年度地 

 区ロータアクト委員として安達玄一会員の推薦を 

 承認しました。 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区 地区職業奉仕前田眞 

 実部門長からＲＹＬＡセミナー開催並びに動員の 

 お願いが届いています。 

   日 時: 平成27年2月22日(日)10:00～15:00 

   場 所: ホルトホール大分３階大会議室 

 →浦田職業奉仕委員長へ 

【回覧物】 

①日本百名城人吉お城まつり実行委員会から11月18 

 日開催されました「全体会議」につきまして報告 

 書が届いています。 

②人吉医療センターから広報誌「翔」が届いていま 

 す。 

【例会の変更及び取り止め】 

熊本中央RC12/26→18:30～忘年例会の為 

           ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ 

熊本西RC12/30→18:30～家族会例会の為 

              ロシア料理 ボルガ 

熊本中央RC1/2→慣例により休会 

熊本西RC1/6→1/8 12:30～新春合同例会に変更 

熊本西南RC1/8→1/8 12:30～新春合同例会に変更 

熊本中央RC1/8→12:30～新春合同例会に変更 

八代東RC→1/7→18:30～八代4RC合同新年会の為 

             セレクトロイヤル八代 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

     １２月第１例会のご案内 

   日時； １２月１１日(木)１９時３０分～ 

   場所； ひまわり亭  

   内容； ユニバーサルデザイン例会 

       担当 吉本珠美会員  

 

        ロータリー家族清掃活動について 

 明後日の７日(日)はローターアクト主催の家族清

掃です。現在、人吉ＲＣ・多良木ＲＣ・人吉中央Ｒ

Ｃ計３３名の参加となっています。朝９時に九日町

堤病院集合、大変寒いですので防寒対策をお願いし

ます。 

 

  

【親睦委員会】     副委員長 北昌二郎 

       忘年会のご案内と 

     新年会オークションのお願い 

 １２月１９日の例会は時間を夜に変更しまして、

１８時３０分より忘年会例会を開催します。ＦＡＸ

案内をしますので出欠の返信をお願いします。 

 それから、年明けて１月９日の新年会で恒例の

オークションを行います。今から商品受付を始めま

すので、3,000円相当の商品を当日までにお持ちくだ

さい。宜しくお願いします。 

 

   ゴルフ愛好会１２月ゴルフの案内 

  １２月１８日(木）、場所は球磨カントリー倶楽

部、スタートは１０時６分です。現在ＦＡＸで出欠

を確認中です。多数のご参加をお待ちしておりま

す。以上です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日の出席率 

会   員   数   64名   82.76% 

出 席 免 除  6名 11/21出席率 78.95% 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 11名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率 98.25% 

＊届け出欠席 大野・下田・岩本・堤正・和田・尾上・堀川・中村 

＊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  

熊本第６グループＩＭ；葉山・井手・中島 

Ｒ研究会(日田)；中川   地区管理運営セミナー；延岡 

人吉ＲＡＣ例会；安達・齊藤・水野            

１２月の誕生祝い １２月の誕生祝い   

 小林清市会員  ９日  浦田繁喜会員 11日 

 青木一幸会員 21日  竹長一幸会員 26日 

 山田仁法会員 29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の結婚祝い １２月の結婚祝い   

 葉山稔洋会員  １日  伊久美寛志会員３日 

 友永和宏会員 ４日   山本瑤子会員 ９日  



 

 

新会員紹介           推薦人 有村隆徳 

 竹長さんのご紹介をさせていただきます。 

  名    前；竹長一幸（たけなが かずゆき） 

  生年月日；昭和42年12月26日(46歳） 

  出 身 地；大分県 

    勤 務 先；ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ（株） 

  住  所；人吉市鬼木町1751-1 

  家    族；奥様、ご子息2人(大学生･高校生） 

    趣    味；ゴルフ、バドミントン 

              ランニング 

  たいへん爽やかで、スポーツ万能でいらっしゃい

ます。皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 それから、竹長さん推薦にあたっては上田肥後銀

行支店長に大変お世話になりましたことをお伝えし

ておきます。ぜひ会員の皆様の入会ご推薦をよろし

くお願いいたします。 
 
バッチ贈呈及び歓迎の言葉     会長 鳥井正徳    

 竹長一幸さま この度は、人吉ＲＣへの御入会お

めでとうございます。ありがとうございます。  

 ６３名の会員仲間が心から歓迎申し上げます。  

 既に中川情報委員会長からオリエンテーションを

受けられ、心得も十分と思いますが、私達は、ロー

タリーアンとしての誇りとチームワークで、ロータ

リーを楽しもう、推進しようと励んでおります。今

日からみんな仲間です。遠慮はいりません。一日も

早く溶け込んでいただき、ロータリーを楽しんでい

ただきたいと思います。本日はおめでとうございま

す。 
 
入会者の挨拶          新会員 竹長一幸 

  はじめまして、竹長と申します。

本日は誕生祝いをありがとうござい

ます。私は、上田様、有村様からご

推薦をいただき、皆様から人吉ロー

タリークラブ入会のご承認をいただ

きました。知識、経験ともに未熟な

私に会員が務まるか不安でありますが、入会させて

いただきましたからにはロータリーの精神に則り、

皆様と親睦を深めながら成長していけたらと思って

おります。まだまだ若輩者でございます。皆様から

のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 
 
所属委員会の発表       幹事 有馬宏昭 

 ご入会おめでとうございます。竹長会員の所属委

員会は、クラブ運営委員会の「ＳＡＡ」と「社会奉

仕委員会」に所属して頂くことに決定しました。委

員長宜しくお願いします。 
 
ロータリー情報委員会     委員長 中川貴夫 

 竹長様、入会おめでとうございます。人吉ロータ

リークラブ細則11条・第6節によりますと、新会員が

クラブに早く溶け込めるよう援助する会員を指名す

る事になっています。竹長会員の援助会員を、推薦

人の有村隆徳会員にお願いする事に致します。有村

会員宜しくお願いいたします。 

 ここで、ＳＡＡ委員会にお願いいたします、入会

されてしばらくの間、竹長会員と有村会員が同席出

来るようにセッティングを宜しくお願いいたしま

す。 

 分からない事、疑問に思われたことは、遠慮なく

有村会員にお尋ね下さい。そして、一刻も早く素晴

らしいロータリアンに成られることを期待いたしま

す。 
 
 
 

                  議長 鳥井正徳会長 

 ただ今より2014～2015年度年次総会を開催いたし

ます。人吉ＲＣ細則により私が議長となり会を進め

させていただきます。定足数につきましては、本日

は会員数６４名中の４８名ですので本日の総会は細

則に規定している通り成立いたします。 

 本日の議案は、第１号議案として「次々年度会長

承認の件」第２号議案として「次年度理事・役員指

名の件」の２つの議案として上程いたします。 

 それでは第１号議案の次々年度会長承認の件で

す。１１月２１日の例会において、指名委員会の伊

久美寛志委員長からのご報告の通り、本田節会員を

指名していただきました。御指名の通り本田節会員

を次々年度人吉ロータリークラブ会長に決定するこ

とに異議はございませんか。 
       （全員拍手で承認） 

 御承認ありがとうございます。それでは、本田節

会員、次々年度会長承諾のご挨拶と幹事の指名をお

願いいたします。 

              会長ノミニ－ 本田 節 

 ただ今、年次総会におきまして、

次々年度の60代会長としてご承認い

ただきまして、誠にありがとうござ

いました。指名委員長からお話しい

ただいた時は正直驚きまして、その

役職に値するロータリー活動もして

いないところから固辞しましたが、先輩のパスト会

長の皆様の後押しもいただき、未熟ながら、お受け

させていただく事となりました。 

 今後は、ロータリークラブの約款や細則に従い、

信頼と歴史ある人吉ロータリークラブの名を汚さぬ

よう努力して参りますので、会員の皆様のご指導、

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

尚、幹事には、葉山稔洋会員にお願い致しました。

現在も要職のお立場であり、大変お忙しいことも察

知しながらも是非ということでお願いし、承諾いた

だきまして、感謝申し上げます。葉山会員には頼り

ない私ですが、支えていただきますよう、宜しくお

願い致し、ご挨拶とさせていただきます。 

         2014－2015年度 

      年 次 総 会 

入 会 式 
 

竹長一幸会員 



                    議長 

 ご挨拶ありがとうございました。次に葉山次々年

度幹事ご挨拶をお願いいたします。 
 
            次々年度幹事 葉山稔洋 

 人吉ロータリークラブの名に恥じないよう、でき

る限りのことをして、皆様方から教えて頂き、実行

していければと思います。どうぞ宜しくお願いいた

します。 

                    議長 

 次々年度会長・幹事にもう一度激励の拍手をお願

いします。 

 次に第２号議案にはいります。次年度理事・役員

理事につきまして延岡次年度会長より発表していた

だきます。 

            会長エレクト 延岡研一       

 次年度人吉ロータリークラブ役員・理事をこれか

ら申し上げます方々にお願い致しました。  

 御承認を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
     会 長            延岡研一                  

     副会長            本田 節                 

     幹 事            水野虎彦                    

     会 計           上田一精                    

     直前会長          鳥井正徳                    

     会員組織増強委員長 北昌二郎                

     クラブ広報委員長  塚本哲也                     

     職業奉仕委員長    下田文仁                     

     社会奉仕委員長    中川貴夫                   

     青少年育成委員長  井手富浩                       

     国際奉仕委員長    有村隆徳                         

     ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長   宮原和広                        

     理  事            浦田繁喜  

                    議長 

 ただ今延岡次年度会長より指名発表をいただきま

した皆様の御承認をお願いします。                   

        （全員拍手で承認） 

 指名されました会員は壇上にお上りください。 

 皆様、激励の拍手を今一度お願いいたします。 

 尚ＳＡＡ委員長は、来週の例会で発表されること

になっております。 

 それでは、次年度理事・役員がＳＡＡ委員長を除

き決定いたしました。次年度の活躍と人吉ＲＣの

益々の発展を祈念いたしまして、年次総会の議長を

降りさせていただきます。 

 

【ニコニコ箱委員会】 

・伊久美会員 延岡年度の執行部の誕生おめでとう 

 ございます。2016～2017年度の会長、幹事に本田 

 さん葉山さんが決定しました。おめでとうござい 

 ます。                  

・延岡会員 2015～2016年役員・理事のご承認をい 

 ただきありがとうございました。気を引き締めて 

 準備していきたいと思います。竹長様ようこそ人 

 吉ロータリークラブへ。          

・鳥井会長 ○竹長一幸さんご入会おめでとうござ 

 います。宜しくお願いします。○延岡・水野、次 

 年度会長･幹事の御活躍を祈念いたします。頑張っ 

 てください。               

・石蔵会員 竹長さんご入会おめでとうございま 

 す。本田さん次々年度会長ご就任おめでとうござ 

 います。                 

・浅野会員 竹長会員の入会喜んでおります。ゴル 

 フクラブに入会して一緒にラウンド楽しみましょ 

 う。Ｙシャツの着心地最高です。またお願いしま 

 す。                   

・中川会員① 本田節会員、60代会長決定おめでと 

 うございます。頑張りましょう。葉山稔洋会員幹 

 事頑張りましょう!!            

・中川会員② 竹長会員の入会おめでとうございま 

 す。とても爽やかな会員です。みんなでサポート 

 を行い、すばらしいロータリアンになられるよう 

 頑張りましょう。             

・釜田会員 本田節会員、次々年度会長お目出とう 

 ございます。               

・青木会員 竹長さんご入会おめでとうございま 

 す。同じ名前どうし、宜しくお願いいたします。 

                      

・山田会員 会員の皆様から誕生を祝っていただき 

 ました。ありがとうございました。でも年はとり 

 たくないですね。竹長様の入会おめでとうござい 

 ます。                  

・有馬幹事 竹長一幸様、ご入会おめでとうござい 

 ます。今後とも家族ぐるみのお付き合いをお願い 

 申し上げます。次々年度本田節会長・葉山幹事、 

 おめでとうございます。          

・有村会員 竹長一幸様の入会を歓迎します。 

・友永会員 結婚祝い有難うございました。  

・浦田会員 誕生祝、ありがとうございます。 

・葉山会員 結婚祝を頂きありがとうございまし 

 た。29年もちました。           

・渡辺会員 本田会長・葉山幹事、ノミニ－おめで 

 とうございます。頑張ってください。竹長様ご入 

 会おめでとうございます。         

【ロータリー財団委員会】 

・葉山会員 年次総会で次々年度の幹事を仰せつか  

 りました。よろしくお願いします。     

・宮原会員 竹長さんの入会を歓迎致します。 

【米山記念奨学委員会】 

・本田会員 年次総会におきまして次々年度の会長 

 にご承認いただきありがとうございます。まだま 

 だ未熟者でございますので会員の皆様のご指導の 

 程、宜しくお願い申し上げます。      

・葉山会員 竹長様の入会と誕生祝を受けられお目 

 出とうございます。                          

 

       点 鐘  鳥井正徳会長 

 


