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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行  戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介    延岡研一会長 
 
 ぷらんどぅデザイン工房 代表取締役社長  

            月刊情報誌どぅぎゃん 編集長 

                           有地 永遠子 様 

   
 
    会長 延岡研一 
 

 先週の早朝例会お疲れ様でした。私は欠席で失

礼しましたが、公益財団法人全国法人会総連合青

年部会連絡協議会の「全国青年の集い」への参加

で、茨城の水戸に行っておりました。 

  実は、この「青年の集い」で熊本国税局管轄の

南九連青年部の代表として人吉地区法人会青年部

が租税教育活動のプレゼンテーションを行いまし

て、当クラブの新会員となりました新堀純子会員

が発表者として晴れ舞台に立つという事で、直前

会長の北君とその前の会長だった私とで応援に

行ってきました。 

  結果は、11の青年部の中で、みごと第２位とな

り、うれし涙と悔し涙でしたが、地域の小学生を

対象とした租税教育活動が全国的にも認められた

事と新堀さんの素晴らしいプレゼンにより、人吉

を全国発信できた事に対して心より感謝と敬意を

表したいと思います。 

 そして、早朝例会に続き21日（土）はＲＩ2720

地区第６グループ５クラブ合同での「新会員のた

めの情報集会」を当クラブ情報委員会主催でホテ

ルサン人吉に於いて開催しました。 

 ５クラブから15名の新会員の出席があり総勢25

名の勉強会でしたが、新会員とパスト会長へのア

ンケートの集計結果を基にした勉強会で、片岡委

員長、中川地区ＲＬＩ委員長には講師として、鳥

井先生は司会進行を、浅野会員は受付・会計と大

変お世話になりました。 

 充実した勉強会で大変意義深く、懇親会も大い

に盛り上がったようでよかったです。これからも

依頼されるかもしれませんが、新しい会員にとっ

て、グループ内の交流という面からも有意義な勉

強会である事は間違いないので、その時は是非受

けてもらうか、各クラブ持ち回りでやってもいい

のではないかとも思います。 

 それから、また次の22日（日）は、昨年に引き

続き５クラブ合同ゴルフコンペもチェリーゴルフ

人吉で開催をし、35名の参加で、後半は悪天候に

悩まされながらもなんと１～５位までを当クラブ

で独占し、団体優勝もしたという事で、おもてな

しの心は微塵もなかったようで、今年のソフトバ

ンクか人吉ＲＣかといった強さを見せつけたよう

です。金、土、日と中川会員、鳥井会員、安方会

員３名は３日連続皆勤賞です。大変お世話になり

ました。 

 さて、本日は職業奉仕委員会担当の外部卓話で

（有）ぷらんどぅデザイン工房社長の有地永遠子

様においで頂いております。発行しております皆

さんご存知の人吉球磨月刊情報誌「どぅぎゃん」

を第５回「日本タウン誌・フリーペーパー大賞

2015」にエントリーされておりまして、最終の中

間発表で第２位となっており、その発表、授賞式

が明日、東京で行われるという事で今日は気もそ

ぞろといったところではないかと思いますが、ど

うぞよろしくお願いします。200誌を超えるエン

トリーとの事ですが、冒頭に述べました人吉地区

法人会の租税教育活動が全国441法人会中２位で

したので、是非その上のてっぺんを取って頂きま

すよう、期待しております。 

 最後に、25日にパスト会長による次々年度会長

の指名委員会を開催しました。その結果について

後程、指名委員会委員長の伊久美パスト会長から
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ご報告いただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

   幹事 水野虎彦 
 

・12月ロータリーレート１㌦＝120円 

・地区ＨＰ掲載「鬼怒川水害義捐金」(当クラブ 

 は1万円支出)総額1,366,264円を10月26日にRI第 

 2820地区宛送金、他.各クラブ義捐金の詳細 

・水俣ＲＣ一期崎智太郎会長よりインターアクト 

 年次大会のお礼状→安達会員へ 

・公益財団法人くまもと被害者支援センターより 

 機関紙25号と市民公開講座の案内 

 →社会奉仕委員会中川委員長へ 

・第2回ＤＬ（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ）育成セミナーの案 

 内→第1回セミナー参加の本田副会長と次年度片 

 岡ガバナー補佐へ 

【回覧物】玉名ＲＣ週報 

 
 
   委員 平田フク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指名委員会】     委員長 伊久美寛志    

   2017～2018年度人吉RC会長候補選考 

        指名委員会報告 
 
 去る11月25日に人吉RC会長経験

者出席10名によります標題の選考

委員会を開催いたしました。    

 開会に当たりまして最年長、在

籍年数最古参ということで不肖私

が進行役を指名されました。 

 まず選考について経過の報告があり、その結

果、2017～2018年度の会長候補に井手富浩会員

を推挙されました。このことを会場に計りまし

た結果、満場一致で承認されましたことを報告

いたします。 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 浦田繁喜会員より、人吉

ＲＣに入会して３７年その

間３７年間皆出席を記念し

て、Ｒ財団委員会、米山記

念奨学委員会、人吉ＲＣ奨

学基金委員会へご寄付があ

りました。 

 

【職業奉仕委員会】 

 

     職業奉仕 外部卓話 

 

 講師紹介        委員長 下田文仁  

 職業奉仕委員会の今年度初めての仕事になり

ます。卓話講師として「ぷらんどぅデザイン工

房」 代表取締役社長の有地永遠子さんにお願い

しました。プロフィールをご紹介します。人吉

高校から山口芸術短期大学を卒業、福岡、熊本

市の印刷会社の広告デザイナーなどを経て、

1998年に人吉市でデザイン事務所『ぷらんどぅ

デザイン工房』を設立。2000年から皆様ご存じ

の人吉球磨月刊情報誌『どぅぎゃん』を発行さ

れ、その編集長も務めておられます。そして今

年、求人情報サイト“わくわくＷＯＲＫ”を立

ち上げられ求職者のバックアップもされておら

れます。職業奉仕の観点から有地さんから有益

で楽しいお話しが聞けると思います。どうぞ宜

しくお願いします。 

 

 

 ご紹介いただきました有限会

社ぷらんどぅデザイン工房代表

で月刊情報誌どぅぎゃんの編集

長をしております。有地永遠子

です。 

この度は、蒼々たる経営者の皆

様の前でお話しするということで大変おこがま

しく大変緊張しているところです。私こそ皆様

にお話しを聞かせて頂く立場でありますので、

これからお話しすることは映像で流れました私

の会社の説明的なものになることをお許し下さ

い。（会社紹介ＤＶＤ） 見て頂いた映像は、

今年６月どぅぎゃん創刊15周年の節目に作った

映像です。15年間続けて来れましたのもここに

いらっしゃる皆様のお陰と思っております。本

当にありがとうございました。 

 私は、福岡の広告会社に就職。結婚して山口

にそれから離婚して一旦熊本、そして人吉へ

帰ってくるまでデザイナーとして広告畑で働い

11/20早朝例会出席率 

会   員   数   63名   53.33% 

出 席 免 除  3名 1 1 / 6 出 席 率  80.0% 

欠 席 者 数 28名 補 填 数     2名 

出 席 者 数  32名 修 正 出 席 率  84.75% 

＊届け出欠席 青木・有村・浅野・馬場・原田・堀川・本田 

 岩井・岩本・北・小林清・小林祐・宮原・村山・永尾・内藤 

 中村・延岡・大野・尾上・齊藤・新堀・田上・高山・友永 

 外山・塚本・堤正   

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田          

＊メークアップ 人吉RC知的障害者陸上競技大会；北・竹長 

本日の出席率 

会   員   数   63名   80.00% 

出 席 免 除  3名 1 1 / 1 3出席率 73.33% 

欠 席 者 数 12名 補 填 数     8名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率  86.67% 

＊届け出欠席 岩本・青木・丸尾・葉山・漆野・堀川・中村 

       小林祐・岩井・尾上・田上・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田          

＊メークアップ 

人吉RC知的障害者陸上競技大会；新堀・井手・中川・堀川 

               渡辺・和田・中島・           
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て来ました。印刷・出版物はもとより、テレビ、

ラジオ、看板、イベント、ディスプレイほとんど

の経験をさせていただきました。 

 人吉に帰ってソーゴーグラフィックスさんにし

ばらくお世話になって独立しました。その理由の

ひとつにはコレは私個人的な考えかもしれないの

ですが、デザイナーの寿命って短いと思うので

す。デザイナーってやっぱり時代を読むとか乗る

とかができないとダメだし売れる時期って限られ

ていると…そこで自分が表現したいことを自分な

りにできる表現できる間に独立しようと渡辺社長

にはよくしていただいたのにワガママを言いまし

てデザイン事務所を構えました。後は映像の通り

です。 

 今年というか現在どぅぎゃんは｢日本タウン

誌・フリーペーパー大賞2015」にエントリーして

います。日本地域情報振興協会が主催し、経済産

業省/農林水産省/観光庁/公益社団法人日本観光

振興協会が後援しているもので今年全国から約

220誌がエントリーしています。いくつか賞があ

るのですがその中の読者にどれだけ愛されている

かを競う「読者投稿部門」があります。最終中間

発表でなんと全国で第２位という私達も信じられ

ないところにいます。最終発表は明日東京の国立

博物館の会場であり、エントリーした本はＮＨＫ

で展示されています。明日朝一番の飛行機で会場

へ向かい結果を確認したら最終で帰って来ます。 

 一度エントリーしてみようと初めて参加した結

果が第１回目の中間発表でいきなり全国第５位。

その結果に本当に驚いて、もちろん北海道から沖

縄まで、東京、大阪、福岡大都市圏の本がたくさ

ん参戦しています。人吉球磨という10万人たらず

の小さなエリアの小さな雑誌が５位、どうせなら

１位になろうと多くの方に投票の協力をお願いし

ました。そりゃ自分が日本一になれることは夢の

ようではありますが、なんでもいい人吉が日本一

になるってすごい、それが嬉しい。 

発表をワクワクして待っています。 

 今回のことで気づかされ嬉しかったのは、目に

見えない多くの方がどぅぎゃんのために読者投票

をしていただいていることでした。立ち寄ったコ

ンビニ、取材先、買い物先で声を掛けられ「読者

投票しています」「１位だといいですね」「応援

しています」と言われます。投票は、携帯電話や

パソコンからになりますが、年配の方が投票した

いからハガキはどこに出したらいいのと声を掛け

られることに感動して本当にこの本が地元に定着

していると感じました。土曜日の結果がどぅぎゃ

んを応援してくださった多くの方に喜びの報告が

できるといいなと思っています。 

 嬉しいお話しをしましたが、インターネットの

時代です。書籍の世界はたいへん厳しい状況で

す。私達が1冊の本を作る間に、日々新しい情報

が一瞬にして世界中に流れていく時代となり当然

と言えば当然です。しかし、私は本を作り続ける

（とりあえず）人に会う、人の声を聞く、山へ行

く、川へ行く、温かくて優しいふる里をちゃんと

感じていきなり情報を流すのではなくきちんと

受け止めて、また自分が暖め直して、流しっぱ

なしの情報でなくて責任を持って発信していき

たいと思っています。 

 映像にもありましたが、２号目からしばらく

面白い程売れ始めた頃、すぐにイヤらしい考え

が浮かんで人吉球磨だけじゃなくて八代、水俣

とりあえず県南制覇といこうと欲を出しまし

た。それをコンビニに卸してもらっている書籍

流通の取引先に相談しましたところ「有地さ

ん、この本は確かに売れている。けれどそれは

人吉球磨だからですよ」というアドバイス。今

はその言葉に感謝しています。毎号完売は当然

しませんが、返品率の少なさはお墨付きをいた

だいており、「ジャンプの次に売れている。た

だしここでだけ」と言ってもらっているので欲

を出さず続けたいと思います。 

 最近の出来事では、本ということで世代に関

係なく広がっているお陰でしょうか、どぅぎゃ

んの中に「輝いている女性を紹介するコー

ナー」があり、取り上げた人吉出身で熊本で水

墨画の指導をしている松村さんという方が人吉

で初個展をされました。「本で紹介されたこと

がきっかけで、ふる里のギャラリーから個展を

しませんかと声をかけられました」ということ

でした。また先日はソロプチミストの会でやは

り取り上げたことがきっかけで人吉出身でセラ

ピストで活躍されている鬼塚さんという女性が

その活躍を表彰されました。 

 他にも東京や世界で活躍されている地元出身

者を現地まで取材に行きます。この地から全国

に世界に通じる人がいることはふる里の自慢、

自信になると思います。子ども達にも夢を持っ

てもらえるかもしれません。また、紹介された

人達も、どの世界で認められてもやはりふる里

で認められる、親戚、友達、先生、ふる里に錦

を飾る喜びはまた別のようで大変喜んでもらい

ます。数年前、放送作家の内村宏幸さんが関わ

られた「サラリーマンネオ劇場版」上映をご本

人を迎えて行いました時に、「両親が本当に喜

んでくれて初めて親孝行ができたようです」と

言ってもらいました。自分たちが取り上げてき

たことがその人の次の展開に繋がっていくこ

と、誰かを幸せにできたかもしれないと思える

ことはこの仕事の醍醐味です。 

 と言いつつ、うちの方でもネットを使った新

しい仕事をはじめました。それはわくわくワー

クという求人サイトです。これはスタッフに兵

庫からきた者がおりまして、こちらで就職を探

すのにハローワークしかなくて不便で、手続き

も面倒、決まり事も多いという経験から、もっ

と簡単に仕事が探せないか、また募集がかけら

れないか、ということで立ち上げてみました。

まだまだ認知度が低いところではありますが、

新しい事業展開になればいいと思っています。

資料もお持ちしましたので興味を持って頂けた

方はお声かけください。 
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 その仕事という点で最後に唐突のようですが、

経営者の方々ばかりなのでどう思われるか最近私

が疑問に思っていることがあります。私は今球磨

村と山江村の地方創生の会議に出ています。日本

全国に地方都市が何十年か先に消滅しないように

する計画ですが、いずれも立派な計画書ができま

した。後は実行されることを願うばかりです。た

だ、疑問に思うところは、人口減についてはとに

かくこの地で子どもを産んで定着させることが必

要ですが、そのために一番重要なのは働く場所で

す。先ほど求人サイトを開いたと言いましたが、

私にも関係あるところで言うと近頃人吉球磨でも

情報発信するための手法がプロポーザル方式にな

りました。いかに人吉を全国にＰＲするかにはレ

ベルの高い内容が求められるからでしょう、どん

どん資本力の大きい都市部の会社が勝ち取ってい

きます。当然時代もそうなっていくでしょうし、

歴史がそうあったように色んなものが淘汰されて

いくでしょう。でもそのもとになる税金を払う人

が仕事をなくしていく状況ってどうなんだろうっ

て。どぅぎゃんを置いているひとつの商店が外の

資本の会社に追い出されて私よりずっと年配のご

主人がガソリンスタンドで働いている姿をみまし

た。ガソリンスタンドがいけないのではなくて体

力が続くのか心配になるくらいの方のお仕事の様

子に決して他人事ではないと思います。地方を生

き残らせるのに年齢や才能や向き不向きなど、魅

力的な仕事を私達が若者に残せるかといいうこと

を考えています。現在うちも新しいデザイナーが

欲しい、けどデザイナーが力を発揮できる仕事が

なければここで生きていく選択はないなと、地方

創生で何なんだ・・・と考える昨今です。どなた

か答えをお持ちの方がいらっしゃれば教えていた

だきたいと思います。 

 随分つまらない話をしました。これが私の仕事

でこれが私の日々です。これからもどぅぎゃんを

よろしくお願いいたします。 

 

【ニコニコ箱委員会】      委員 板井英朗 

・延岡会長 ①有地様、今日はありがとうござい 

 ました。続きは新会員卓話で是非お願いしま 

 す。②新堀さん、全国第２位おめでとう。ロー 

 タリーでの活躍も期待してますよ。    

・齋藤会員 有地様、本日お話いただきありがと 

 うございました。今後のご活躍を楽しみにして 

 おります。毎月6冊づつ購入しています。がん 

 ばって下さい。応援しています。かがやく女 

 性、私への取材が来るかと楽しみに待ち続けて 

 おりましたが、お声がかからず息子に先を越さ 

 れてしまいました。           

・伊久美会員 新堀純子さん全国に人吉・球磨を 

 知らしめていただきありがとうございました。 

 有地さん来訪卓話をありがとうございました。 

 人吉ＲＣへ入会される日を待ち望んでいます。 

                     

・浦田会員 人吉RCに入会して３７年になりまし 

 た。その間出席100％を続けています。   

・馬場会員 ビデオ感激しました。人吉球磨の 

 為これからも頑張って下さい。     

・新堀会員 本日は法人会青年部の活動の紹介 

 をありがとうございました。球磨焼酎が全国 

 に知ってもらえたので人吉の観光につながれ 

 ばうれしいです。           

・安方会員 有地さん、本日は卓話ありがとう 

 ございました。人吉球磨地域の貢献はすごい 

 と思います。更なる発展と明日の優勝を祈念 

 しています。             

・有馬会員 〇井手富浩さん、2017～2018年度 

 人吉RC会長候補として推薦されましたことお 

 めでとうございます。〇有地永遠子様、人 

 吉・球磨の良さを広くPRしていただきありが 

 とうございます。東京にいる娘も読者です。 

                    

・下田会員 有地さん、すてきな卓話をありが 

 とうございました。明日の結果発表を楽しみ 

 にしております。           

・渡辺会員 有地さん卓話ありがとうございま 

 した。                

・板井会員 〇有地さん本日はご来訪、卓話あ 

 りがとうございました。〇先日の熊本第６グ 

 ループ合同ゴルフコンペでめずらしくドラコ 

 ン賞を２こ頂きましたのでニコニコします。 

                    

・11/20早朝例会欠席28名より      
 
【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上            

・齋藤会員 同上            
 
【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 新堀さん全国大会第２位誠におめ 

 でとうございます。ＲＣにとってもアクティ 

 ブメンバーとして頑張って下さい。   

・中島会員 どぅぎゃん創刊１５周年おめでと 

 うございます。社長のお母さんと同級生とい 

 うだけで「同級生」の企画に出してもらいま 

 した。生まれて初めてでした。メイドの土産  

 になります。             

・山賀会員 先週の「どぅぎゃん」に片岡会員 

 のおかあさんが掲載されていました。満州か 

 らの苦労されての帰国の話が載っておりまし 

 たが、現在のところまだニコニコがなされて 

 いませんので片岡さんへのお知らせと共に米 

 山カードします。           

・延岡会長 同上            

・齋藤会員 同上            

・伊久美会員 米山奨学特別寄付をいたしま 

 す。                 

・片岡会員 どぅぎゃんに母の写真を載せてい 

 ただきました。            
 
【人吉RC奨学基金委員会】 

・熊本第６グループ合同コンペ参加者  

 チャリティー寄付           

 

      点 鐘 延岡研一会長 


