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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「奉仕の理想」 
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来訪者紹介  鳥井正徳会長   
 

           優良職員表彰 被表彰者 １０名 
 
  国際ロータリー第２５８０地区  

      東京紀尾井町ＲＣ  小林康和 会員 
 

 
   
 

     会長 鳥井正徳 
 

 本日は新しく会員としてお迎えします肥後銀行

支店長の安方晃さんの入会式があります。 

ありがとうございます。 

 尚、本日は人吉ＲＣ優良従業員表彰がございま

すので時間がありませんので簡単に申し上げま

す。 

 ４月18日(日)に、熊本水前寺公園ＲＣ例会がこ

こあゆの里で行われました。これは、熊本水前寺

公園ＲＣと姉妹関係にある宝塚中ＲＣが合同で人

吉酒蔵巡りを企画され、人吉市を訪れた機会を捉

えて人吉での例会となったようです。この例会に

はメークアップとして宝塚中ＲＣから15名、案内

を受けた我がクラブからも８名が出席いたしまし

たが、雰囲気は３ＲＣ合同の例会のようでした。 

 熊本水前寺公園、宝塚中両ＲＣ共、会長さんは

女性会員で、懇親会の進行も全て女性会員で進め

られ和やかな会でした。球磨の焼酎もずらりと並

んでいました。宝塚と関係の深い石蔵会員そして

焼酎蔵巡りで対応された堤正博会員には特にお世

話になりました。二次会も行かれたかどうかは把

握できませんでした。 

 優良従業員として表彰されます10名の方々、本

日は表彰おめでとうございます。又、職業奉仕委

員会の皆様、本日で３つの事業の完成です。あり

がとうございます。職業奉仕については「最もよ

く奉仕する者、最も多く報われる」という職務を

実践することだと言われていますが、これらにつ

いてのご意見３つを紹介いたします。 

・自分の利益を最大にするには、最良の奉仕、最

良の職業を営むことであるが、それは利益に誘導

される職業奉仕でなく、職業を一生懸命しましょ

う、最良の職業をしましょう、それが結果的にそ

の人の利益になり、社会の利益になるのではない

か。 

・あまりに職業奉仕という理論が出すぎると、

ロータリーが堅苦しくなってしまわないか、若い

人に煙たがられるのではないか、理論は心の奥底

にきちんとしまっておくのではないか。 

・四つのテストによる職務遂行を事前にチェック

し、事後に検証するという以外に道はないのでは

ないか。 

 以上職業奉仕に対する３つのご意見を紹介しま

して、会長の時間を終わります。 

 

   幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2650地区びわ湖八幡ロータリー    

 クラブパスト会長の太田進様、西川雅啓様から 

 バナーが送られてきました。4月6日姉妹締結先 

 の韓国ＲＣに同行のため宿泊された際、事務局 

 に挨拶に来られました。バナーをお渡ししまし 

 たのでお礼の手紙とバナーをいただきました。  

 →鳥井会長にお渡しします。 

②人吉ロータアクトクラブから４月第２例会の案 

 内が届いています。 

  日 時：4月30日(木)19:30～21:00 

  場 所：ひまわり亭 

  内 容：リーダーシップについて 

  担当：菊池靖樹幹事です。 

 メークアップになります。弁当[600円]が必要 

 な方は事前にご注文ください。食事は７時から 

 出来ます。 



す。４月23日（木）午後３時30分、当ホテルにおい

て入会についてのオリエンテーションを約90分受け

て戴きました。出席の重要性をはじめメイクアップ

の必要性及びロータリーに対する心得を理解いただ

きました。ロータリアンとしてすぐ馴染まれ活躍戴

ける事と信じております。宜しくお願いいたしま

す。 

 さて、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。安方晃会

員の援助会員を、推薦人の堤正博会員にお願いする

事に致します。堤会員宜しくお願いいたします。 

 ＳＡＡ委員会にお願いいたします。入会されてし

ばらくの間、安方会員と堤正博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、遠慮なく堤会員

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。 

 
 
    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度】        会長エレクト 延岡研一 

 2015-2016年度の人吉ロータリーク

ラブ委員会構成を発表します。皆様

のお手元に配布しておりますのでご

覧ください。 

 上段の【人吉ＲＣ戦略委員会】

（※印）については、人吉ＲＣ60周

年実行委員長と、人吉ＲＣから出さなければならな

い2016-2017年度のガバナー補佐、その２人が決定し

てから選考したいと思っております。よって現在空

白になっています。 

 また、下から２段目【人吉ＲＣ奨学基金委員会】

ですが、現在この委員会は存在しておりません。本

年度中に細則変更をしていただき正式に発足すると

いう前提で記入させていただいております。 

 それから本年度新しく入って来られました、竹長

会員、春木会員、内藤会員、田上会員には、一日も

早く活動に慣れて頂くため、委員長・副委員長をお

願いしました。 

 皆様のご指導を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

【回覧物】 

 米山記念奨学会より｢ハイライトよねやま１８１｣ 

 人吉中央ロータリークラブ週報 

 

 

 入 会 式  

 安方 晃会員 

 

 

 

 

新入員紹介         推薦人 堤 正博 

 今回上田一精さんの後任の肥後銀行人吉支店長と

して来られた安方さんを紹介します。 

 氏    名 安方 晃（やすかたあきら）55歳 

       阿蘇郡高森町出身 

 勤務先/役職 ㈱肥後銀行人吉支店 支店長 

  職業分類 金融：普通銀行 

 ご 家 族 奥様と長女、次女、三女 

  職   歴 昭和53年肥後銀行入行、初任地は水 

      道町支店、人吉支店は支店長5ヶ店目 

      とのこと。      

 趣  味 スポーツ観戦（野球・サッカー） 

       ジョギング（高校時代は陸上競技選手） 

       熊本城マラソン４回連続参加 

       人吉春風マラソンエントリー予定 

 スポーツマンで明るくまじめ、積極的でロータリ

アン向きの方です。皆と仲良く交流していただける

方だと思います。ぜひ宜しくお願いします。 
 
バッチ贈呈及び歓迎の言葉     会長 鳥井正徳  

 安方晃様、この度の人吉ＲＣへのご入会ありがと

うございます。64名の会員全員が心から歓迎申し上

げます。前任の上田支店長にはいつも積極的に参加

いただき感謝しているところでございます。先日は

ご多忙な中オリエンテーションを受けていただきあ

りがとうございます。私達ロータリアンは奉仕の心

を実践しながら、ロータリーを楽しみ、自己を高め

るよう努力しています。遠慮されるところは何もご

ざいません。ゴルフもよろしくお願いします。よろ

しくお願い申し上げます。 
 
入会者の挨拶         新会員 安方 晃  

 堤社長様から身に余るお言葉をいた

だき光栄に存じます。入会につきまし

ては皆様からご承認をいただきありが

とうございました。未熟者でございま

す。こちらで人間を磨いていきたいと

思っております。ご指導宜しくお願い

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。安方会員の所属委

員会はクラブ運営では「出席」、奉仕プロジェクト

では「社会奉仕委員会」に所属して頂くことに決定

しました。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 

 安方晃さん、人吉ＲＣへ入会おめでとうございま

＊届け出欠席 渡辺・有村・宮山・中村・小林清・尾上・内藤 

       田上・大久保・小林祐  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 地区大会；宮原・水野・中川・中島・延岡・大久保・友永・鳥井 

      浦田・和田  

本日の出席率 

会   員   数   64名  83.05% 

出 席 免 除  5名 4 / 1 0 出 席 率  82.76% 

欠 席 者 数 10名 補 填 数     10名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率   100% 



【職業奉仕委員会】       

                201４-201５年度  

            優良職員表彰式 

 

              進行；副委員長 北 昌二郎 

                委 員    漆野 智康 

 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１０名の方々が選ばれました。 

 

 

 

 

  與 政登 推薦会員 堤 脩 

 医療法人回生会 介護老人保健施設 もみの木 

               [介護福祉士] 

    勤続年数：９年８ヶ月 

 永年にわたり、介護福祉士として業務に従事し、他

職員の模範となるべく、日々職務を全う貢献してお

り、優良職員として推薦する。 

  皆越 克成   推薦会員 堤 脩 

 医療法人回生会 堤病院附属九日町診療所 

               [マッサージ師] 

    勤続年数：９年８ヶ月 

 永年にわたり、マッサージ師として業務に従事し、

他職員の模範となるべく、日々職務を全う貢献してお

り、優良職員として推薦する。 

   西 美穂   推薦会員 延岡研一 

人吉電気工事株式会社   [一般事務（庶務担当）] 

    勤続年数：１４年６ヶ月 

 平成１５年２月入社以来、庶務担当責任者として、

売上帳・仕入帳・請求書・見積書作成及び、社会保

険・労務関係と、多方面にわたり事務処理を担当し、

特に九州電力㈱との取引状況を掌握し、なお経理事務

士２級の資格を取得。社長他社員の信頼も厚く、会社

に多大の貢献をしている。 

  恒松 泰至   推薦会員 延岡研一 

 人吉電気工事株式会社   [現場管理員] 

      勤続年数：１１年 

 平成１６年４月入社以来、一貫して官公庁・一般民

間工事に従事し、電気工事、消防施設等の資格免許を

取得、現場施工の完成に努めた。平成２５年４月より 

受注工事における見積・施工書類等の作成にあたり、

中堅技術員として日々努力し、会社に多大の貢献をし

ている。 

  林田 明子  推薦会員 齊藤日早子 

   ㈱アテナ 翠薬局  [医療事務] 

      勤続年数：９年５ヶ月 

 医療事務の学校を卒業して新卒で入社していただ

き、今年で１０年を迎えます。翠薬局の事務主任とし

てスタッフをまとめてくれています。また、優しく柔

らかい雰囲気で患者様も和ませてくれています。 

  川上 久仁子  推薦会員 平田フク 

     日本生命人吉営業部  [営業] 

      勤続年数：２０年４ヶ月 

 ひと口に２０年と言っても営業一筋で、負けず嫌い

な性格があるとはいえ、やはりコツコツとランクアッ

プを目指し努力している姿がお客様からの信頼をいた

だき、今があると思い、推薦します。 

  入江 祐公  推薦会員 外山博之 

     医療法人 愛生会  [看護師] 

      勤続年数：９年３ヶ月 

 永年にわたり看護師として勤務しており、現在は、

訪問看護ステーション愛生会並びに療養通所センター

愛生の管理者を行なっている。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。 

  有田 大輔  推薦会員 外山博之 

     医療法人 愛生会  [理学療法士] 

      勤続年数：１７年１１ヶ月 

 永年にわたり理学療法士として勤務しており、現在

は、愛生会リハビリテーションセンターのセンター長

としてリハビリ部門の管理を行なっている。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。 

 中島 敬二郎  推薦会員 外山博之 

     医療法人 愛生会  [臨床工学技士] 

      勤続年数：１２年８ヶ月 

 永年にわたり臨床工学技士として勤務しており、現

在、技師長として透析機器・人工呼吸器等の保守管理

を行なっている。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。 

 山室 すゞ子  推薦会員 春木久江 

社会福祉法人仏光福祉会人吉乳児保育園  [保育士] 

      勤続年数：１７年 

 明朗、誠実、着実勤勉に職務に精励し、園児からは

深く慕われ、職員の信望、保護者からの信頼が厚い。 



【謝辞】      人吉乳児保育園 山室すゞ子様 

  表彰を受けました１０名を代表し、

謝意を述べさせていただきます。 

  まず、このような表彰を戴けたのは

事業主様をはじめ、職場の皆様のおか

げだと深く感謝しております。勤めは

じめた頃、我が子はまだ高校生と大学

生。幸い健康に恵まれ家庭を守りながら仕事を続け

ることができました。１７年が経ち子どもたちはそ

れぞれ家庭を持つ親となりました。 

 退職の時に園長先生からも自分からも、良くやっ

たと誉めて終わることが出来るように、今までを振

り返りつつ自分に出来る事を最後まで精一杯頑張り

たいと思います。  

 今まで以上に皆様方のご指導をお願い申し上げま

してお礼の言葉とさせていただきます。 

今日は誠にありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・延岡会員 我社から西さん、恒松君の2名の表彰を 

 していただきありがとうございました。本日受賞 

 されました皆様の今後益々のご活躍を祈念いたし 

 ます。                  

・山賀会員 ○安方会員の入会おめでとうございま 

 す。一日も早く人吉ＲＣに溶け込んでいただき、 

 ご活躍される事を期待致します。○優良職員表彰 

 を受けられた皆様、本日は誠におめでとうござい 

 ます。                  

・伊久美会員 我社から2名表彰されました。ありが 

 とうございます。             

・安方会員 今回入会を承認頂きまして誠にありが 

 とうございます。色々学んでいきたいと思ってお 

 ります。宜しくお願い致します。      

・鳥井会長 優良職員表彰の１０名の皆様おめでと 

 うございます。今後のご活躍をお祈りします。 

                      

・堤正博会員 ○本日より肥後銀行新支店長 安方さ 

 んが入会されます。楽しいお付き合いを宜しくお 

 願いします。○国税局の酒類鑑評会にて今年も優 

 等賞に入賞し、我社の杜氏が壇上で表彰を受けま 

 した。○宝塚中ロータリークラブの皆様に工場見 

 学にお出でいただきました。家内が10年間ほど宝 

 塚にいましたので懐かしい思いがしました。 

                     

・岩本会員 安方支店長の入会おめでとうございま 

 す。                   

・浦田会員 優良職員表彰の皆様、本日は誠におめ 

 でとうございます。職業奉仕委員長として申し訳 

 ありませんが、どうしてもはずせない所用の為早 

 退いたします。              

・堤脩会員 私の病院から2名も表彰いただきありが 

 とうございました。            

・外山会員 優良職員表彰、有り難うございます。 

 当法人から3名の有能な男子職員を表彰して戴きま 

 した。ありがとうございました。      

・友永会員 安方さんの御入会を歓迎致します。 

                      

・大賀会員 本日、人吉球磨の文化財等が日本遺 

 産に認定されました。(全国で18ヶ所)今後の人 

 吉球磨の観光に期待したいと思います。   

・ 〃 誕生祝い、結婚祝いありがとうございまし 

 た。あと２年で金婚式です。頑張ります。   

・齊藤会員 本日は当社の林田明子さんを優良職員 

 表彰いただきありがとうございました。とてもよ 

 く頑張ってくれています。双子ちゃんで何とご姉 

 妹で当社の社員です。独身です。宜しくお願い致 

 します。                 

・塚本会員 優良職員表彰を受けられた皆さんおめ 

 でとうございます。安方支店長ご入会おめでとう 

 ございます。今後とも宜しくお願いします。 

・戸高会員 優良職員表彰の10名の方々おめでとう 

 ございます。その中で医療法人愛生会の有田君は 

 同級生で、外山先生からのご紹介のとおり高校時 

 代からまじめで元気者でした。本日はおめでとう 

 ございます。               

・漆野会員 本日、表彰を受けられた皆様おめでと 

 うございます。特に山室先生におかれましては、 

 うちの子供3人お世話になり、おむつまで替えて 

 頂きました。15年前と変わらない若々しいお姿で 

 安心しました。年齢を初めて知りました。  

・春木会員 職員を表彰していただき大変ありがと 

 うございます。これからの仕事の励みになる事と 

 思います。心よりお礼申し上げます。    

・山口会員 山室先生の表彰おめでとうございま 

 す。お世話になった孫も高校3年生になりました。 

                      

・平田会員 優良職員表彰者の皆様、本当におめで 

 とうございます。川上さんは営業部の中でも本当 

 に良く動き廻り、人の世話なども喜んでしてくれ 

 ています。私にとってもなくてはならない人で 

 す。これからもがんばってくれると思いニコニコ 

 します。                 

・岡会員 結婚祝いありがとうございました。すっ 

 かり忘れていました。           

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会員 同上              

・片岡会員 安方新会員、ようこそ人吉ＲＣへ。優 

 良職員の皆様おめでとうございます。    

・中川会員 安達ＲＡＣ委員長より報告がありまし 

 たように、2男の宝星（ほうせい）をローターアク 

 トに入会させて戴きました。どうぞよろしくお願 

 いいたします。              

・宮原会員 安方さんの入会歓迎します。優良職員 

 被表彰者の皆さんおめでとうございます。  

【米山記念奨学委員会】      

・伊久美会員 毎週行なっています米山特別寄付で 

 す。                   

・山賀会員 同上              

・延岡会員 同上              

・片岡会員 山室すゞ子さん表彰受賞おめでとうご 

 ざいます。                

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 


