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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内藤靖雄委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行  岡 啓嗣郎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
   

 
 

    会長 延岡研一 
 
 先ずはご報告、先週卓

話をして頂きました有地

さん発行の人吉球磨月刊

情報誌「どぅぎゃん」が

晴れて日本タウン誌・フ

リーペーパー大賞2015読

者投票部門「第1位」に

輝きました。 

 租税教育活動に続き２週連続での球磨人吉の

全国発信、おめでたいことです。皆さんも有地

社長にお会いしたら祝福と併せて入会勧誘も忘

れずによろしくお願いします。 

 今月12月は「疾病予防と治療月間」です。ヘ

ルスサポート委員会がなくなってから久しいで

すが、来週の例会で私の知り合いの整体師にお

いで頂いて自己治癒力的な卓話をしてもらう予

定です。 

 当日は例会終了～17時頃まで時間を取っても

らっています。肩、腰、ひざ等に持病のある方

や最近体調がすぐれないという方は、治療とい

うより体の状態を見てもらえますので私まで申

し出てください。わが社の社員も以前お世話に

なっており、当日２人治療してもらう予定で

す。折角の機会ですので見てもらっては如何で

しょうか。 

 今週月曜のＮＨＫ「クローズアップ現代」で

食品の安全についてやってました。 

 先月10月に、ＷＨＯが「加工肉に発がん性が

ある」と発表し、その情報が瞬く間に世界中に

拡散したとの事です。 

 日本でも400万人以上が加入する生協で、10

件ほどの問合せしかなくホッとしていたとこ

ろ、報道があった翌週からハム・ソーセージ等

の売り上げが10％減少し、まだ回復していない

という事です。 

 食品のリスクや効用についての情報は、色ん

なメディアで連日、枚挙にいとまがないほど出

ていて、効用については、私も買いに行ったか

らわかるのですが、効果があるといった食材は

スーパーの棚からなくなってしまいます。店員

さんに聞いたらニッと笑われてしまいました。 

 私自身がそうですが、あまりに情報に踊らさ

れているのが現状ではないでしょうか。 

 一例をあげますと、科学的評価で、マグロな

どの魚類には水銀が、お米には天然のヒ素が含

まれているそうですが、食品のリスクはその有

害性と摂取量で決まるのに、有害性だけに過度

に敏感になっているということです。 

 取り過ぎなければ大丈夫、逆にいいものでも

取り過ぎは駄目という事でしょう。 

 番組の最後に、オランダの例として紹介して

いましたが、ワースト５にトランス脂肪酸や飽

和脂肪酸は入ってますが、農薬や添加物は入っ

てなくて、ワースト１位は全体として不健康な

食事、禁煙＋運動不足＋アルコール過度摂取と

なっていました。 

 ただ、日本は世界トップレベルで塩分を取り

過ぎているそうで、先ずここに気を付けないと
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いけないということでした。 

 何にしても、バランスのとれた食事が一番大

事なことです。バランスが良くても取り過ぎる

と私のようになりますのでご注意ください。 

 さて、いよいよ本日の年次総会において、

次々年度の会長、幹事、そして次年度の役員・

理事が決定いたします。どうぞよろしくお願い

致します。 

    

 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・来年5月29日～国際大会登録第１次締切は12月 

 15日。ご希望の会員は12月13日までに申し出 

 て下さい。観光コース希望の会員は随時受付   

・平成27年12月のガバナー月信が地区ホ－ム 

 ページに掲載。ご覧になりますようお願い致 

 します。紙ベースでご覧になりたい方は印刷 

 しますのでお申しつけ下さい。 

・ガバナー事務所より2016-17年地区チーム研修 

 セミナーの案内。次年度の地区出向の中川会 

 員、片岡会員、安達会員へ。 

 

【回覧物】なし 

【例会変更取り止め】 

・下記のクラブはクラブ定款に基づく取止め 

  熊本北ＲＣ 12/24、12/31(ｻｲﾝ受付無） 

  熊本城東ＲＣ12/28 

  熊本ｸﾞﾘｰﾝＲＣ12/28（ｻｲﾝ受付無) 

  熊本東ＲＣ12/29   〃 

  熊本東南ＲＣ12/30  〃 

・下記のクラブは1/6(水)新春合同例会に変更     

            場所；ホテルニューオータニ熊本 

  熊本城東ＲＣ1/4 

  熊本ｸﾞﾘｰﾝＲＣ1/4 

  熊本東ＲＣ1/5 

  熊本東南ＲＣ1/6(ｻｲﾝ受付無） 

  熊本北ＲＣ1/7 

  熊本ＲＣ1/8 

  熊本中央ＲＣ1/8 

熊本中央ＲＣ12/25→18:30忘年例会の為 

             熊本ニュースカイ  

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

             委員長 鳥井正徳 

 うれしいお知らせを申し上げます。球磨工業

高校の奨学生德光大樹君が｢高校生ものづくりコ

ンテスト全国大会｣でみごと準優勝に輝きまし

た。｢完璧でした。全力を出し尽くしました。満

足です。｣と、正に全国一の面構えだったそうで

す。親元を遠く離れ下宿生活をしながら、全国

の高校生に負けたくないと頑張る高校生を支援

することができることを大変嬉しく思います。

これからもご支援宜しくお願いします。 

 

 

  委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】    

・ゴルフ愛好会11月成績発表・表彰 

 12月ゴルフの案内 

 [12/27(日)球磨カントリー倶楽部 8:38ｽﾀｰﾄ] 

 

 

 

【ローターアクト委員会】 

 

  第31回地区ローターアクト年次大会報告 

 

             委員長 平田フク 

 大会の詳しい報告は地区の

安達委員長におまかせして、

私から感想を一言申し上げま

す。人吉ＲＡＣは人吉ＲＣか

らの協力や支援を受けて充実

した活動が出来ています。大

変幸せだと感じる一方、これから会員増強が重

要だと痛感いたしました。 

本日の出席率 

会   員   数   63名   78.33% 

出 席 免 除  3名 1 1 / 2 0出席率 53.33% 

欠 席 者 数 13名 補 填 数     1名 

出 席 者 数  47名 修 正 出 席 率  55.0% 

＊届け出欠席 山田・新堀・中川・永尾・竹長・尾上・中村 

       大久保・外山・有村・田上・大賀・堤正 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田          

＊メークアップ 

人吉ＲＡＣ例会；延岡         

  

              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  内藤 靖雄会員   ２７日 

 竹長 一幸会員 ２７日  山田 仁法会員   ２９日 

  

 

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  
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         地区ローターアクト委員長 

                 安達玄一 

 11月21日～22日、ホストクラブ

の別府北RACのもと大分県別府市

で開催されました。野田ガバナー

はじめ前田ガバナーエレクト、寿

崎Pガバナー、前岡Ｐガバナー他

多くのロータリアンの皆さんにお

集まり頂きました。また地区内及

び地区外からも多くのローターアクト諸君の参

加があり登録数は205人と聞いています。 

 １日目に会長幹事会が催されグループ現状報

告と各決算報告がなされ、最後に各種協議事項

が話し合われました。毎年この会長幹事会で地

区代表エレクトが決定しますが、今回は３名の

立候補があり各クラブ１票による選挙の結果、

別府RACの吉野幸太郎君が代表エレクトに決定し

ました。３名共にこの１年間様々な活動を通し

て自己アピールやプレゼンをしましたが、地区

の活性化にとって本当に素晴らしい活動だった

と思います。総評を前田ガバナーエレクトから

戴き、これまでの慣習や行事内容にとらわれな

い若者らしい行動力と想像力を発揮するように

との激励を受けました。 

 今大会のテーマは「～発～ 発見・発信・発

揮」です。後藤代表は、「自分の良いところを

発見することで自信になります。人の良いとこ

ろを発見すると寛容になります。自分をより豊

かにし、より良い集団を生み、結果として地域

への奉仕・貢献に繋がっていくはずです」と発

信しました。野田ガバナーには基調講演で

「ローターアクトへのメッセージ」と題して、

ご自分の人生観、ロータリーに対する考え方、

アクトへ期待する事、君たちが変われば周りも

変わる、将来への目標を持って生きるように

と、素晴らしいメッセージを戴きました。また

夜の懇親会でも若者達のダンスの輪に入られ見

事なダンスを披露されたのにはびっくりしまし

た。 

 大会が終わってから分かったのですが、夜の

懇親会からテーブルの人数や人の配置に工夫が

凝らしてあり、メインプログラムでも役割分担

を自分たちで決めることによって自分や他人の

良いところの「発見や気づき」を学ぶ隠し技が

施されてありました。“各グループが仲間とし

て一致協力することによって「団結」するこ

と”の意義を勉強する場であったと非常に感心

しました。なお本大会には来年の３月に京都で

開催される全国RA研修会並びに第13回アジア太

平洋地域RA会議の説明と案内に京都から役員が

参加し、多くのアクターが集まるようにとの要

請がありました。私も一緒に参加してアクター

達と国際交流を通した「発見や気づき」を勉強

したいと思っています。 

 私からのメッセージは、「30歳で卒業するま

でにロータリアンからパクって、パクって、使

いなさいです。」その為にはロータリアンがア

クト例会やインターアクト・ライラ・留学生交

流会・青少年交換事業を通して青少年奉仕活動

を実践しアクト会員と交流して戴くことが最重

要課題です。以上お願い申し上げますと共に人

吉そして全アクターがひと回り成長したことを

報告とします。 

 

【雑誌委員会】      

    ロータリーの友１２月号紹介 

             紹介者 内藤靖雄会員     

 表紙 人吉中央ロータ

リーの梅田勇氏の写真が

表紙写真に入選し採用さ

れました。普段、見慣れ

すぎて、人吉の素晴らし

い光景の中で生活出来て

いることに気が付かない

自分自身に情けなく思った次第であります。こ

のすばらしい風景についてですが１つには、歴

史家の方に球磨川は築城にさいして、人為的に

現在の町中を流れていた球磨川を現在の石垣沿

いに流れを変えた事を聞いた事があります。更

に１つには、色とりどりの素晴らしい情景をみ

て、大学時代に木のことを学んだ友人が、あま

りにも殺風景な城内に、四季のいろどりを加え

ようと提案し、県から約１億の補助を得て、

様々な木を配置したものです。当時の福永市長

が「最近、自宅から見た城内の彩りがきれい

だ」と言った言葉に、分かってくれる人がいた

のかと言った話をしていたのを思い出しまし

た。石垣を作り、川の流れを変え、そして木々

の彩りを作り、まさに人吉球磨の人達が作り上

げた芸術品の風景ではないかと思います。 

 縦の９ページ「わがまち…そしてロータリー 

長野県松本市」、11ページの上中段、最後は

「学都」のお話でした。 

 望月宗敬（むねのり）ガバナーは大変な苦労

人で、昭和18年松本市生まれで、高校3年の

時、母が病で、目指していた大学進学を断念

し、地元の会計事務所に就職し、働きながら、

松商学園短期大学の2部で学び、さらに日本大

学の税法研究所にも通い、昼は仕事、夜は受験

勉強、休日は実家の農作業をしながら税理士資

格を取得。独立し望月税務会計事務所を開業し

たのは昭和46年4月の27歳のことであったそう

です。近年は、会計事務所を税理士法人とする

とともに、（株）船井財産コンサルタンツ長

野、（株）ビジネス総研の2社を設立し、グ

ループに加えた。現在、税理士法人望月会計を

中心として「望月総合経営グループ」を形成

し、財務会計にとらわれず、中小企業のあらゆ
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る相談に対応できるよう「中小企業の総合支

援」をテーマに活動をしておられるようです。

大変な苦労人ながら、チャレンジと学びを繰り

返されてきた努力人だと思います。 

 望月ガバナーの「長野県における青果物流通

の変化」の研究とは、関係が無いかとは思いま

すが、長野県松本市のりんご協会が取り組んで

いる流通方法で面白い記事が24日の新聞に出て

おりましてので、ご紹介をしたいと思います。 

 新聞記事 11月24日 日本農業新聞 

  「がぶり、パチリ・・・スマホで診断」 

 長野県の松本市りんご協会が考案した歯科診

断サービス付きのリンゴ「デンタプル」が人気

を集めている。リンゴに貼られた２次元コード

を読み取り、かじったリンゴをカメラで撮影し

送ると、歯科衛生士が、歯の３大疾患である、

歯周病、虫歯、顎関節症になる危険度を判定し

コメントを送る。安価で簡単に歯の健康を

チェックできるとあって好評で、普段リンゴを

食べない層への消費拡大にもつながっており、

店舗では売り切れ状態が続いている。Ｐ１２に

「伝統を守りつつ再生」とありますが、このり

んご流通の取組も松本人らしさがあるのではな

いかと思います。 

 P23、柳壇 置き場所を内緒で変える枝鋏 

 何故、枝鋏の置き場所を内緒で変えなければ

ならないのか、意味を誰か教えていただけない

でしょうか？ 

 以上、見所紹介でした。 

 

 

            議長 延岡研一会長 

 ただ今より2015～2016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47名出席ですので

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。前回１１月２７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、井手富浩会員を指名していただきました。

指名の通り井手富浩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）  

ご承認ありがとうございます。それでは、井

手富浩会員、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－ 井手富浩 

 先週11月27日の例会に於

いて、指名委員会よりご指

名を受け、只今御承認を賜

りました井手富浩でござい

ます。本日の年次総会に於

きまして、否決されるので

はないかと、かすかな希望、もとい、危惧を

抱いておりましたが、皆様方の御承認を頂き

誠にありがとうございます。元より、残学、

非才 品格、識見共に伝統ある人吉RC会長の

器では無い事は、自覚しておりますが、私自

身の成長の為の貴重な機会、修練の場と、と

らえさせて頂き、無論、会員皆様方の御協力

無くしては何事も無し得ませんが、覚悟を決

めて、人吉RCの伝統を汚さぬ様、精進してま

いりますので、御指導、御鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます。 

尚、幹事には、石蔵尚之会員にお願い致しま

した。石蔵会員は、皆様も御存じの様に、父

上、母上に続かれてのロータリアンであり、

ロータリーの年次はやや浅いものの、品格、

識見、ロータリーに於ける石蔵会員の活動は

その模範とするところです。ロータリアンと

して、まだまだ未熟な会長、幹事ではありま

すが、今後1年半の助走期間を頂きますの

で、力を合せて頑張ってまいります。宜しく

御願い申し上げます。 

         次々年度幹事 石蔵尚之 

 Ｒ歴３年２ヶ月になり新会員を卒業できた

かなと思っていたところにこのような大役の

お話しを頂きました。不安ですが、目の前に

あることからこつこつと取り組んで備えて参

りたいと思います。ご指導の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

                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本田次年度会長よ

り発表していただきます。 

  

 

   

  2015－2016年度 年 次 総 会 
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           会長エレクト 本田 節       

 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            本田 節                 

    副会長            井手富浩                 

    幹 事            葉山稔洋                    

    会 計           安方 晃                    

    直前会長          延岡研一                    

    会員組織増強委員長 岩井和彦               

    クラブ広報委員長  戸高克彦                     

    職業奉仕委員長    小林祐介                     

    社会奉仕委員長    北昌二郎                   

    青少年育成委員長  漆野智康                       

    国際奉仕委員長    有村隆徳                         

    ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長   友永和宏                        

    理  事            伊久美寛志  

 

                  議長 

 ただ今本田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。60周年を迎える次年

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】     委員 板井英朗 

・本田会員 次年度役員理事をお受け頂いた会 

 員の皆様、各委員会の委員長様には大変お世 

 話になります。よろしくご協力の程お願い致 

 します。井手次々年度会長、石蔵次々年度幹 

 事、よろしくお願いします。      

・井手会員 会長ノミニ-のご承認を賜りありが 

 とうございました。石蔵会員と共に頑張りま 

 すので宜しくお願い致します。本田丸の出港 

 準備おめでとうございます。      

・延岡会長 井手次々年度誕生おめでとうござ 

 います。まずは次年度、本田年度の理事･役員 

 が決定し、いよいよ助走期間に入りました。 

 60周年のテイクオフに向けて準備万端、よろ 

 しくお願いします。          

・鳥井会員 次年度役員・理事の皆さん、本田 

 会長を中心に益々のご活躍をお祈り致しま 

 す。次々年度会長の井手会員、幹事の石蔵会 

 員、よろしくお願い申し上げます。   

・渡辺会員 井手ノミニ-おめでとうございま 

 す！石蔵幹事と共に頑張って下さいね。次年 

 度役員理事の方々も頑張って下さい 。 

・伊久美会員 2017-2018年度の会長に井手氏、 

 幹事に石蔵氏の就任を祝福いたします。 

                     

・堤 脩会員 ２人目の孫誕生記念として。 

                                      

・高山会員 次期本田会長、井手副会長、葉山 

 幹事、他役員の方々、人吉ロータリークラブ 

 の為、頑張って下さい。        

・和田会員 井手さん、ノミニー就任おめでと 

 うございます。            

・小林清市会員 誕生祝ありがとうございまし 

  た。                                 

・浦田会員 誕生祝頂きました。         

・安方会員 ゴルフの上達を目指します。皆様 

 の安方に対するあたたかいご声援をお願い致 

 します。               

・友永会員 誕生祝いありがとうございまし 

 た。                 

・板井会員 井手さん、石蔵さん、次々年度の 

 会長幹事おめでとうございます。内藤会員、 

 友の紹介ありがとうございました。ゴルフで 

 の賞品ありがとうございました。    

 

【Ｒ財団委員会】 

・葉山会員 ①井手次々年度会長、石蔵幹事、 

 おめでとうございます。②本田次年度の理 

 事･役員の皆様よろしくお願いします。幹事 

 として精一杯やってみますのでよろしくご協 

 力の程をお願いします。        

・石蔵会員 次々年度幹事を仰せつかりまし 

 た。ご指導の程宜しくお願い致します。 

                    

・宮原会員 11月のＲ財団月間が終わりました 

  ので寄附します。                     

・延岡会長 同上                      

・堤 脩会員 同上                    

・井手会員 同上                      

 

【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 井手富浩君の会長ノミニー、石蔵 

 尚之君の次々年度幹事を祝って。一緒にがん 

 ばりましょう。            

・片岡会員 井手・石蔵会員の次々年度の御活  

  躍を祈念いたします。                
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・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし              

  ます。                               

・延岡会長 同上                      

・堤 脩会員 同上                   

・井手会員 同上                      

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・浅野会員 誕生祝い、結婚祝い頂いたお礼、 

 エレワイズの紹介お礼、その他もろもろまと 

 めて。それと息子を取締役に就任させまし 

 た。今度共指導方、宜しくお願いします。 

                   

・堤 脩会員 同上          

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

 

 

 

ミニＲ情報       Ｒ情報委員会 

 

 職業奉仕を考える 

  ロータリーの目的は、日々の仕事を通して

世の中に貢献するために、奉仕の心を育て向上

させることです。奉仕とは他人のために何かを

すること、他人のニーズを充たすことを自己の

責務として行なうことです。 

。ロータリーの目的は、職業を通して社会のい

ろいろなニーズを満たすこと、ということにな

ります。職業奉仕とは、職業を通して社会の

ニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重

ねるということです。それによって、自己の職

業の品位と道徳水準を高め、社会から尊重され

る存在にすることが出来るのです。  

 

 ここで大事なことは、ロータリアンは日々の

仕事を通して生きる力の根本である自らの道徳

的能力を高め、それを社会に反映させることを

責務と考えて努力しているということです。す

なわち、ロータリアンは日常の職業活動を通し

て、自分の職場の従業員、取引先の人達やその

関係者、ひいては地域社会の人達の模範とな

り、生きる力の根源である道徳的能力を向上さ

せることに努めているのです。このような仕事

の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでい

ます。皆さんが真のロータリアンであるか否か

は、皆さん自身とその職場が社会の模範となる

ように努力することを自己の責務と考えている

か否かにかかっているのです。 

 

 

何時の時代でも、社会の人々の道徳的能力の

向上が叫ばれます。道徳的能力の基本は、人

間が他の人々や動植物を含む自然環境に対し

て、どのような態度を取るべきかを適切に判

断する能力であると考えられます。そのよう

な判断を下すには、人以外の動植物やものと

のコミュニケーションが出来なければなりま

せん。人以外の動植物やものは人間の言葉を

しゃべらないので、それらとのコミュニケー

ションは想像力に頼るしかありません。ま

た、社会人として真っ当に生きていくために

は、過去に学び、未来を予測することが必要

です。そのためには、既に亡くなった人やこ

れから生まれてくる人との想像力を駆使した

コミュニケーションも要求されます。した

がって、道徳的能力の根本は想像力です。想

像力は人文、社会、自然科学を推進する原動

力でもあります。想像力を駆使して試行錯誤

を繰り返すことで、科学は、そして社会は進

歩していくのです。想像力の成果の集積は新

しいものや概念や職業の創造に繋ぐことがで

きます。創造力は想像力の集積の結果として

生まれてくるものです。ロータリアンは日々

の職業奉仕を通して、自身の、また、職場や

地域社会の人達の生きる力の根源の力である

想像力を高め、社会の進歩と平和に貢献して

いるのです。ここでもう一つ述べておきたい

ことがあります。それは、自分が他に対して

とるべきと考える態度が適切か否かを判断す

る際に、想像力とともに、その適切性を判断

する規準が必要であるということです。この

規準はあくまでも個人的なもので、人により

異なるものですが、ある程度の一般性を持つ

べきものでもあります。その例として、ロー

タリーの四つのテストは非常に良くできた規

準の一つと考えられます。 

       ロータリーの心と実践-第2章 

                2660地区 

 

 


