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     会長 鳥井正徳 
 

 先週の例会が休みでしたので、久し振りにお

会いしたような気がいたします。休みの間に市

長・市議選挙、そしてゴールデンウィークと続

きましたがいかがでしたでしょうか。 

 この２週間の間に大きなニュースがありまし

た。それは４月２６日に投開票された市長選の

結果です。ロータリーに政治はタブーだと聞い

ておりますが、大変大きな変化でしたので感想

を少し述べたいと思います。 

 選挙の翌日の各新聞紙上には、「37才の最年

少市長誕生」という大きな見出しが躍りまし

た。次いで「若い力組織戦しのぐ」とか「人口

減や少子高齢化への対応を若い力に託した」等

記事が続きました。この結果について両陣営と

も「予想外だった」とコメントしましたが、両

陣営だけでなく、大方の市民の皆さんもそう

だったのではないでしょうか。会員の皆様はど

う受け止められたでしょうか。この結果を、課

題山積の人吉市の活性化にどう生かすか、若い

市長を中心とした今後の市政運営と若さに託し

た市民の動きをしっかり見守っていきたいと

思います。 

 ゴールデンウィーク

のちょうど中間の４日

みどりの日は、クリー

ン人吉早朝清掃の日で

したが、環境保全委員

会のお世話により相良

護国神社周辺の清掃に１３名の会員と５名の

アクト会員の１８名が参加していただきまし

た。殆ど塵はありませんでしたが、それでも

終わった時にはすっきりした壮快な気分にな

りました。岩井委員長の「継続することこそ

人吉ＲＣの使命」という御礼のことばに納得

いたしました。ゴールデンウィークの疲れに

も拘わらず参加いただきました会員の皆様に

お礼申し上げます。 

 雨のため延びていた４月の愛好会ゴルフ

は、「選挙当日の４月２６日」に実施されま

したが、小林祐介会員が見事ホールインワン

を達成されました。それも高く上がったボー

ルがカップに直接入ったとかで、その技に恐

れ入りました。私なんかまだ一度も経験がな

く、ゴルファー保険だけが毎年むなしく流れ

ていきます。ともあれおめでとうございま

す。 

  明後日の１０日(日)には、地区研修協議会

が熊本で開かれ、延岡会長エレクトはじめ次

年度の各委員長が出席されます。いよいよ新

しい年度のスタートが切られることになりま

す。がんばっていただきたいと思います。 

 本日は、この後地域発展委員会推薦により

ます地域発展功労者表彰があります。この表

彰は、地域発展のためご尽力いただいている

方へ支援や協力を行い、更なる地域発展へつ

なげるものです。本日は先程ご紹介いたしま

した一団体、一個人の表彰になります。よろ

しくお願いします。 

会長の時間を終わります。 



    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

    人吉ＲＡＣ５月第１例会のご案内 

  日 時：５月１４日(木)19:30～ 

  内 容：東北の現状とボランティア事情について   

  場 所：ひまわり亭 

  担 当：米良精一朗 

  新会員の方は勉強の為にぜひご参加ください。

メークアップになります。第２例会は２８日(木)

吉本珠美会員の卒業記念卓話を予定しています。 

例会でいただいたスマイルは有効に活用させてい

ただきます。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁        

    幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区ガバナー事務局より平 

 成27年5月ガバナー月信を地区ホームページに掲 

 載いたしました。閲覧くださいと案内が届きま 

 した。 

②国際ロータリー2720地区ガバナー事務局より 

 2015年5月のロータリーレートは1ドル=118円と 

 通知がありました。 

③国際ロータリー2720地区大分キャピタルＲＣか 

 ら「国際親善奨学生出身監督による上映会のご 

 案内」が届いています。 

  日 時：平成27年5月16日(土) 

      13:00開場 14:00上映開始 

  場 所：ＮＨＫ大分放送局スタジオホール          

                           「キャンパス」 

    申込締切：5月12日(火) 

  連絡先は大分キャピタルＲＣ中野裕貴様まで 

④国際ロータリー2720地区熊本‘05福祉ＲＣから   

 ｢創立10周年記念式典のご案内｣が届いています。 

  日 時：平成27年8月22日(土)14:00受付 

  場 所：熊本ホテルキャッスル 

           地下クリスタルホール 

  申込締切:6月30日(火)変更は7月21日(火)迄 

  →延岡会長エレクトへ。 

⑤熊本県青少年育成県民会議から「平成27年度熊 

 本県青少年育成県民会議総会」開催のお知らせ 

 が届いています。 

  日 時：5月29日（金）午後2時から4時まで 

    場 所：熊本市国際交流会館ホール     

   →本田青少年育成委員会委員長へ 
 
【回覧物】 

①ガバナー月信2015.05Vol⑪を回覧します。 

②大分キャピタルRC「国際親善奨学生出身監督に 

 よる上映会のご案内」を回覧いたします。 
 
【例会の変更及び取り止め】 

①熊本西南RC5/23→クラブ定款基づき取止め 

②熊本ｸﾞﾘｰﾝRC5/25→18:30～ﾎﾀﾙ観賞例会の為 

               場所:亭の元 

③宇城RC6/5より 

6月 5日→お昼例会12：30～になります。 

6月19日→18:30～創立記念例会の為 

6月26日→クラブ定款に基づき休会 
 
【事務所変更のお知らせ】 

  宇城ＲＣ事務局（7月より） 

  「(株)ティムステクノロジー 内」 

   〒869-0452 宇土市高柳町213-3  

  

 

 

 

 
   

＊届け出欠席 有村・浦田・宮山・堀川・井手・中村・川越・戸高 

       山田・齊藤  

＊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；山賀・山田・山口 アクト例会；武末･春木･本田･水野･安達                  

ＰＥＴＳ①；延岡・中川  米山説明会；鳥井   

本日の出席率 

会   員   数   64名   83.05% 

出 席 免 除  5名 4 / 1 7 出 席 率  81.03% 

欠 席 者 数 10名 補 填 数     11名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率   100% 

５月の結婚祝い ５月の結婚祝い   

 井手富浩会員   ３日  渡辺洋文会員  ６日 

 岡 啓嗣郎会員 １５日   中川貴夫会員 １８日 

 原田知一郎会員２２日  村山能史会員 ２８日 

 

 

 

５月の誕生祝い ５月の誕生祝い   

 宮山 惇会員    ３日   平田フク会員  ９日 

 下田文仁会員  ３１日  

 

 

 

 

 

 

4 / 2 4 出 席 率  83.05% 

補 填 数     10名 

修 正 出 席 率   100% 

＊メークアップ  

米山説明会；山賀 

ＰＥＴＳ②；延岡・中川 

アクト例会；安達･伊久美･武末･平田   

クリーン人吉；葉山･本田･岩井   



【雑誌委員会】  

   

     ロータリーの友５月号の紹介                

 

         紹介者 雑誌委員長 板井英朗 

 ５月号の紹介を致します。まず、

横書きの表紙のメッセージです。こ

こは佐世保市のハウステンボスで

す。「百万本のバラ祭り」が催さ

れ、オランダ風建物の点在する園内

の広大なローズガーデンが観賞でき

ます。運河をクルージングしながら

も咲き乱れるバラを鑑賞できるので

大変人気があるようです。５大ス

ポットとして、グランドローズガー

デン・バラの運河・バラの広場・バ

ラの館・バラの宮殿、などがあるそ

うで、ゴールデンウィークには大勢

の人でにぎわったことと思います。 

 次は縦書きの表紙のメッセージで

すが、５月３日、新潟県十日町市の

「きものまつり」での稚児行列の様

子です。本来なら釈迦誕生を祝う４月８日の「はなま

つり」の行事なのですが、十日町市では「きものまつ

り」に合わせて催されているということです。 

 横書きのＰ7～11、ポリオのことが書いてあります。

ポリオ予防接種を受けた子どもは、それとわかるよう

に小指に紫色のインクを付けるそうです。決してマニ

キュアではないようです。｢ポリオ撲滅達成まで、本当

に「あと少し」のところまできました」と、あの

ジャッキー・チェンも応援しているようです。縦書き

の表紙の裏に写真が載っています。 

 Ｐ12～17では、「拓け若者の未来を」ということ

で、独自の奨学金を持つクラブとして、８つのロータ

リークラブが紹介されています。先月、鳥井会長から

説明がありましたように、人吉ロータリークラブも２

高校の推薦された生徒に奨学金が贈呈されました。経

済的に苦しい家庭の子、有用な人材の育成ということ

です。これは全額渡し切りの奨学金制度です。返済の

必要はありません。奨学金は学資、参考資料の購入な

どに使用するばかりでなく、修学旅行の補助、受験時

の旅費などにも活用されているようです。その使途に

ついては制限していないということです。 

 Ｐ18～23、ロータリーデーとして、小学生のマラソ

ン教室・少年柔道大会・バーベキュー大会・少年フッ

トサル大会、等を開催したことが報告されています。 

 Ｐ32、ロータリーカードのことが載っています。皆

さん「ロータリーカード」ご存知でしたか？このカー

ドは、ゴールド、スタンダード、ビジネスの３種類が

あるそうで、利用額に応じてポリオ撲滅のための資金

を支援できます。利用金額の0.3％、ビジネスカードは

0.5％が活動資金として自動的に充てられるそうです。

使ってみたいという会員さんがおられましたら、銀行

関係に問い合わせられたらと思います。 

 Ｐ36～38、視点として、６名のガバナーの話が載っ

ています。帰ってからでも各自読んで下さい。 

 最後になりますが、縦書きＰ14、友愛の広場「ロー

タリークラブに入会して」第2620地区山梨県のお寺住

職である野沢顕和会員の投稿を紹介します。 

 『 20代の頃に「四つのテスト」をはじめて知ってか

ら常にこの言葉が心の隅にあり自分の礎となってい

る。この「四つのテスト」はお釈迦様の教えの中の

「八正道」（八つの正しい道）に通じるところがあ

り、「真実かどうか」は「正見しょうけん」。自分が

正しくものを見ているか、正しい判断をしているか。

「みんなに公平か」は「正思惟しょうしゆい」。自分

が今持っている思いが偏ったものでなく正しい思い

か。｢好意と友情を深めるか」は「正語しょうご」。今

発する言葉が正しい言葉で人に不快な思いを与えるも

のではないか。「みんなのためになるか どうか」は

「正業しょうごう」。この行いが正しいものである

か、また人のためになるか。「八正道」では、この四

つの項目を実践し、後の四つの項目「正命」、「正精

進」、「正念」、「正定」を行い悟りの世界に入る。

ロータリーでは、四つのテストを常に心がけ、実践

し、行動し、職業奉仕を行うことにより理想的な奉仕

のあり方を身に付けていくことになるのではないかと

思います。真のロータリアンになるために努力してい

くということは仏の修行に通じるものがあるのではな

いかと思います。これからも心に問いかけ、考え行う

ことが職業奉仕の基本であり幸せの礎になると信じて

精進したい』 と書いてあります。 

以上、見どころ紹介でした。 

  

【地域発展委員会】 

 

                委員長 尾上暢浩  

 本日は地域発展功労者表彰の時間をい

ただきありがとうございます。地域発展

委員会の推薦基準をもとに団体、個人を

選考いたしました。 

 

 まず、「阿吽の会」様です。本日は益田代表にお越

しいただきました。簡単なご紹介をさせていただきま

す。 

 1993年、４月頃から郷土史

研究のため相良藩時代の墓地

調査を個人的に始められるが

富ヶ尾町了清院墓地は範囲が

広く、竹を除去するのも労力

を要する大変な作業の為、ボ

ランティアを募り郷土史愛好家でつくる「阿吽の会」

を結成され、今年で２０年目というボランティア活動

の節目を迎えられました。その結果が実り、平成17年

     2014-2015年度 

      地域発展功労者表彰式  



に墓碑の中から相良清兵衛と息子の蔵助の供養塔を発

見、21年には墓地群の一部が市の指定史跡となり、ま

た、相良三十三観音の御詠歌の作者として知られる人

吉藩家老の井口美辰の墓碑が発見されました。これら

の功績を称え表彰をさせていただきます。 

 

 次に、国宝青井阿蘇神社の語り部の立石芳利様で

す。立石さんの職歴からお話ししますと、 

○交流大学実行委員長 

○人吉球磨伝統文化塾、相良藩こうじゃっかもん衆代表 

○青井神社若獅子飛出しの会代表 

○全国大学校ゼミインターシップ開催代表 

と、いくつもの職歴を持ちな

がら、現在は国宝青井阿蘇神

社の語り部として、人吉・球

磨の歴史等をおもてなしを交

えて観光客に伝え、「何でも

わからん事があれば立石さん

に聞け」と若い世代にも信頼が厚く、豊富な知識と知

恵をいかんなく発揮され、先陣切って若者世代にもご

指導いただいています。これらの功績を称え表彰させ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・尾上会員 益田様、立石様、本日は誠におめで 

 とうございます。鳥井会長、有馬幹事、水野プ 

 ログラム委員長、本日は誠にありがとうござい 

 ました。                

・本田会員 立石様、阿吽の会様の長年の地域発 

 展へのご尽力に対し敬意を表し、益々のご活躍 

 をご祈念いたします。          

・堤正博会員 青井阿蘇神社の立石さん、阿吽の 

 会代表益田さん地域発展功労表彰おめでとうご 

 ざいます。これからも人吉球磨の文化の発展の 

 為ご活躍いただきますようお願いします。 

・岩本会員 先々週例会後に益田さんの店先で益 

 田さんを見かけました。｢ご苦労さん！｣と言っ 

 て手をあげましたら、その人が道を渡って私の 

 方へ来られました。全然知らない人でした。 

                     

・鳥井会長 立石芳利様、益田啓三様、この度の 

 地域発展功労者表彰おめでとうございます。 

 益々の御活躍を期待いたします。     

・延岡会員 益田様、立石様、表彰おめでとうご 

 ざいました。立石さんにはこの連休中に私の知 

 人二組に青井阿蘇神社の案内をしていただき大 

 変お世話になりました。二組目は私も一緒でし 

 たが、約1時間半にわたりとても丁寧に説明して 

 いただき知人も思ってもいなかったおもてなし 

 にとても感激していました。本当にありがとう 

 ございました。             

・平田会員 結婚祝いを一度もいただくことのな 

 い私ですが1年に一度の誕生祝いをしていただき 

 ありがとうございました。明日で69歳です。あ 

 と何年生きることが出来るか分かりませんが頑 

 張ります。               

・伊久美会員 地方選挙が終わりました。喜びを 

 与えていただきました。         

・原田会員 結婚祝ありがとうございました。と 

 りあえず銀婚まであと４年ガンバリます！ 

・下田会員 誕生祝ありがとうございました。48 

 歳になります。残りわずかな40代、新しいこと 

 にいろいろチャレンジしたいと思います。 
 
【Ｒ財団委員会】 

・小林祐介会員 4月26日のロータリーコンペの 

 時、日向の３番でホールインワンをしてしまい 

 ました。同伴者の岩井君から｢ホールインワンは 

 ニアピンではないですよ｣と言われ、何の賞品も 

 ありませんでした。その上、岩井君から靴が欲 

 しい、塚本君からキャディバッグの足しが欲し 

 いと早速催促されました。お金のある内に寄附 

 致します。 

 追伸.ロータリーゴルフ愛好会からお祝いの品が 

 届くことを密かに期待してます。    

・岩井会員 立石さん、益田さん、地域発展功労 

 者表彰おめでとうございます。これからもまだ 

 まだ元気で頑張ってください。クリーン人吉運 

 動は多くの方に参加いただきありがとうござい 

 ます。町内や他団体で出席された方もメーク 

 アップになりますので事務局にお伝えくださ 

 い。                  

・延岡会員 同上             
 
【米山記念奨学委員会】 

・有馬会員 私たちが知らなかった郷土の宝に光 

 を当てていただきました。立石芳利様、阿吽の 

 会益田啓三様のご努力に敬意と感謝を申し上げ 

 ます。                 

・中川会員 立石さん、益田さん、表彰おめでと 

 うございます。立石さんには西瀬小学校の門松 

 製作、人吉高校の門松製作とＰＴＡでも大変お 

 世話になりました。           

・葉山会員 益田さん、立石さん、お目でとうご 

 ざいます。               

・延岡会員 同上             

・伊久美会員 米山奨学寄附をいたします。 

      

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 


