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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   宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介 
     
        優良職員表彰 被表彰者 ９名 

 
       
       会長 延岡研一 
 

 先週の花見例会は賑わったでしょうか。賑わっ

たようですね。会長の私が自ら提案しておきなが

ら欠席して申し訳ありませんでした。 

 息子の結婚式と重なりまして、さすがに息子に

「ロータリーのお花見と重なってるので日程ずら

して」とは頼めなかったので、ご了承ください。 

 今年は、桜の開花宣言の後、寒の戻りがあって

例年になく長い期間桜を楽しむことができ、桜満

開の「桃李温泉 季の杜 石亭」でのお花見もサプ

ライズ発表もあり楽しんでいただいたようでよ

かったです。川越会員にはお世話になりました。 

 明日から地区研修・協議会、来週は人吉高校と

球磨工業高校にての奨学金授与式、そして１４日

には本田会長エレクトのお祝いと続き、色々と話

したいところですが、今日は時間がありませんの

で次回以降に回したいと思います。 

 さて、本日は職業奉仕委員会担当の優良職員表

彰を行います。本年度は各企業・事業所から１０

名のご推薦を頂き９名の方においで頂いておりま

す。優良職員表彰は、55年前の1961～62年度から

行われており長い歴史がありますので600名近い

方に表彰させて頂いた事になると思います。よい

職員・従業員なくして、よい企業・事業所には成

り得ません。本日、表彰を受けられる皆さん、そ

して一緒働いている同僚の方々のお陰でそれぞれ

の企業・事業所の継続・発展があり、ひいては地

域の発展に繋がっていきます。 

 受賞される皆様が本日の表彰を励みとして、更

に活躍されることを期待いたしまして、会長の時

間を終わります。 

 

   幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】 

・人吉ロータリークラブ細則改正の件 

第7条第4節と第8条第3節の｢青少年育成｣から｢青少

年奉仕｣へ名称改正を承認。郵送の手順経費の簡

略について→本日会場の賛同を得ましたので次か

次々例会で賛成投票を行います。 

・慶山RC姉妹クラブ締結調印式予算修正の件 

参加者14～5名を見込み本年度予算80万円を計上

参加者が22名となり逼迫したため100万円へ修正  

承認。 

【連絡事項】 

・人吉市より平成28年度「みんなで美しい人吉づ

くり」プロジェクトにおける環境美化行動の実施

依頼→環境保全大賀委員長へ 

・ガバナー月信4月号の地区ホームページ掲載 

【回覧物】 

・熊本県青少年育成県民会議「のびのびユース

ネットくまもと～青少年くまもと第75号～ 

・米山梅吉記念館より「官報」 

 

    委員 大久保勝人 

通算２８８８回 第３８例会 

 ２０１６年  ４月８日 

   毎週金曜日 

会   員   数   63名 4/1花見例会出席率 

出 席 免 除  5名  55.17％ 

欠 席 者 数 26名  3 / 1 8 出 席 率 82.75% 

出 席 者 数 32名 補 填 数  3名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   86.21% 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   
      

 

会長の時間  P1 

幹事報告、出席率報告 Ｐ1 

地区大会各種表彰、米山功労者表彰 Ｐ2 

寄付の申し出、会務報告、結婚誕生祝い Ｐ2 

職業奉仕委員会「優良職員表彰式」Ｐ2～3 

Ｒの友紹介、地区大会報告 Ｐ3～4                                  

 ﾆｺﾆｺ箱.Ｒ財.米山.奨学金 寄付カード P4 
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【2015-2016 地区大会 各種表彰】 

     出席高齢会員表彰 

   伊久美寛志会員 浦田繁喜会員 
 
     2014-2015地区役員表彰 

   中川貴夫会員（会員増強拡大部門部門長） 

 

【米山記念奨学会】 

  第１回米山功労者 葉山稔洋会員 

 

    ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 延岡研一会長より、長男

の結婚を記念して、Ｒ財

団、米山記念奨学会、人吉

ＲＣ奨学基金委員会へご寄

付がありました。 

 

 

【親睦委員会】          委員長 原田知一郎 

【職業奉仕委員会】       

                2015-2016年度  

            優良職員表彰式 

 

             進行；委員長 下田文仁   

 長きに亘って職場に貢献していただいておら

れる優良職員の皆さんの表彰をご一緒にお祝い

差し上げたいと思います。今後も元気で益々の

ご活躍を祈念いたします。 

＊届け出欠席  安達・青木・有村・馬場・板井・岩井・北 

 小林清・小林祐・丸尾・村山・内藤・中川・中村・延岡 

 大賀・大野・岡・尾上・田上・竹長・戸髙・外山・漆野 

 渡辺・山賀           

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ 人吉RAC例会3/11；安達  

     地区大会3/26；小林清 大口RC40周年3/12；新堀 

 ４月の結婚祝い  

 山賀 勝彦会員   １日   愛甲 康会員    ３日 

 堤  正博会員 ３日  大賀 睦朗会員 ７日 

 水野 虎彦会員  15日  山田 仁法会員  18日 

 丸尾 孜会員 20日  戸髙 克彦会員  21日 

 小林 清市会員  22日  村田 武澄会員  29日 

               ４月の誕生祝い 

 渡辺 洋文会員    ２日  原田知一郎会員   ５日 

 川越 公弘会員  ９日  堤  正博会員    15日 

 田上 明仁会員 23日  武末 憲一会員  26日 

 大賀 睦朗会員 29日 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  77.59％ 

欠 席 者 数 13名  3 / 2 5 出 席 率 87.93% 

出 席 者 数 45名 補 填 数 2名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  91.38% 

＊届け出欠席  有馬・外山・堀川・安達・小林清・内藤 

        鳥井・中村・伊久美・田上・板井・大野・漆野        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ 

 人吉ＲＡＣ例会3/11；平田・大久保            

  小宮 浩   推薦会員 堤 正博 

   繊月酒造株式会社    製造業 

   勤続年数：１３年１０ヶ月 

平成１４年入社以来、誠実、勤勉で前向きな仕事

振りは大いに評価できます。能力、態度、実績等

からして優良職員として十分に値するものです。 

  宮本 真子   推薦会員 堤 脩 

医療法人回生会堤病院 介護職員 勤続10年 

永年にわたり、介護職員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。 

  田口 朱美   推薦会員 堤 脩 

  医療法人回生会堤病院 社会福祉士 

    勤続年数：９年９ヶ月 

永年にわたり、社会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。 

  上原 一巳   推薦会員 延岡研一 

人吉電気工事㈱ 電気技術員 勤続23年4ヶ月 

平成４年１１月入社以来、一貫して九州電力㈱の発

変電・送電・電気通信工事に従事し、平成２１年７

月通信課長に就任し、九州電力㈱はもとより、各市

町村の電気通信工事にたずさわり、課員の各種資格

修得及び技術指導に絶大なる能力を発揮し、自社の

信頼度を高め会社に多大の貢献をしている。 

  地下 栄  推薦会員 延岡研一 

人吉電気工事㈱ 電気技術員 勤続16年 

平成５年入社以来、一貫して九州電力㈱の発変電工

事部門に従事し、発変電工事に関する、工事方法及

び各種の資格を有し、現場施工及び後輩の技術指導

または安全面に細心の気を配り、取引先の信頼度を

高め会社に多大の貢献をしている。 
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【謝辞】    有限会社尾上商事 古杉 勇様 

 この度は優良職員表彰の場を頂

戴いたしまして誠にありがたく、

社員として大変光栄に存じます。 

私は尾上商事に入社して八年目を

迎える中、ルートセールスとして

日々、自動販売機の管理とお客様

との会話を大切にし、仕事に磨きをかけておりま

す。 

 このような機会を頂きました事は、社員を我が

子のように指導していただく、会長、社長ならび

に皆様の深いご厚情の賜物であると存じます。 

これからも社員の一人として、会社の発展に尽く

してまいりたいと思います。 

 今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻をお願い申し

上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠に

ありがとうございました。 

【雑誌委員会】  

    ロータリーの友４月号紹介 

             紹介者 安方 晃会員 

 Ｐ５５表紙のメッセージ 

 長崎県西北部の西海国立公園・佐世保の九十九

島で大小４００余りの島々からなる外洋性多島海

景観がすばらしい。 

 出雲大社ですがすがしい快晴の境内の神前結婚

式の式典後、親しい人たちに囲まれる新婚ホヤホ

ヤの二人。 

 ＲＩ会長メッセージ、マザーテレサが自らが達

成した最大の功績は何かと聞かれて、「私はトイ

レ掃除のエキスパートです」と答えたといいま

す。この答えはユーモアがありながら、極めて重

みがあります。彼女の仕事は他者を気遣う事で

す。トイレは清潔であるべきなので、彼女は掃除

をしたのです。取るに足らない仕事です。しか

し、助けを必要とする人に救いの手を差し伸べる

彼女の活動に勝るもの、より重要なものなど、こ

の世に存在しません。 

 私たちは、人がやらないような仕事でも、自ら

の手で誠心誠意、額に汗して取り組むことが出来

ます。そうすることが、この世で最も誠意ある活

動だと知っているからです。 

 Ｐ１８、米山梅吉記念館をロータリー日本の宝

物に― 今年４月２８日が米山梅吉没後７０年で

す。 

 米山梅吉の生涯 

 1868（慶応４）年２月４日、江戸・芝、田村町

植村家（大和国高藩主）家中、父竹造、母うたの

三男として出生しました。幼児から神童といわれ

た英才で、梅吉１１歳のときに米山家から養子縁

組を請われています。２０歳のときに念願かなっ

て渡米し、８年、苦難を乗り越え、幾多のエピ

ソードを残し、アメリカの知識をもって帰国しま

した。帰国翌年、米山はると結婚。一時は日本鉄

道学校に入社しましたが、井上薫の口添えで三井

銀行に入行し、1923（大正12）年５５歳で常務取

締役を辞し取締役になるまでの間、銀行家として

大いに活躍しました。翌年三井信託銀行を創立し

て、社長に就任。その後、三井報恩会理事長とな

り米山晩年の奉仕実践として特筆すべきことで

す。   

 

【地区大会参加報告】    葉山稔洋会員 
 
   ≪感謝版≫ 2720地区大会参加して                   

 水野幹事が立てられた行程表に基づき、役に立

たない次年度幹事の葉山は、中林町のつばめバス

  糸原 浩二  推薦会員 岩井和彦 

  ㈱岩井工務店  建築大工 勤続49年 

昭和４２年１５歳で入社。以来４９年の永きにわた

り勤めており徒弟制度最後の職人、冷静でたたき上

げた匠に値する人物。 

  平野 隆利  推薦会員 高山征治 

  ㈱お茶の五木園 菓子製造 勤続11年5ヶ月 

相良町の当社の工房で抹茶生大福を始め当社のお

茶、抹茶を使った色々なお菓子を永年造って頂いて

います。濱田菓子店の社長に言わせれば人吉・球磨

一番の職人だそうです。菓子道６０余年、当社に１

１年、本当に助かっています。歳もとられました

が、技術がありますので、もっと頑張って欲しいで

す。 

  西村 順子  推薦会員 永尾禎規 

  ㈲永尾商店  製造加工 勤続19年2ヶ月 

１９年の永きにわたり当社の製造部門において誠実

に職務に専念されたことに感謝いたします。 

   和田 孝  推薦会員 和田栄司 

㈱大和冷機  配管工 勤続31年5ヶ月 

３０年以上にわたり当社の設備工事の責任者として

勤務。実直な人柄で周囲の信頼も厚い。 

   古杉 勇  推薦会員 尾上暢浩 

㈲尾上商事 ルートマネージャー 勤続7年3ヵ月 

仕事に対する考え方、取り組む姿勢は社内で一番。

売り上げトップセールス。 
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車庫にせめて集合時間より早くと7：35位に到着し

たら葉山に不安を抱いた緒方事務局が有馬・井手

両幹事経験者が、既に現場に、そして役立たずの

代わりにこれまた腰痛の石蔵次〃年度幹事が昨日

買い出した飲食物をバスに乗せ換えて・・有難や

有難や・・あれやこれやしている間にバスに乗車

予定の20名が揃い本田エレクトの挨拶で、いざ出

発 高速道路に乗り快適にスムーズに走りあっと

言う間に会場の熊本市民会館へ到着。 

 前日入りし、我々を誘導してくれた村田会員。 

いつも陰になり陰になり支えて頂きこれまた感

謝・感謝であります。更にこの役立たずの代わり

に全員の登録・受付をなんと堤正博パスト会長が

やって頂いておりました。これまたビックリ大変

お世話になりました。 

 延岡会長を始め１０名のマイカー組が合流し、

10：10予定通り野田ガバナーの点鐘で始まり、通常

の式典そして昼食・休憩を挟んで地区大会で初め

て見た本会議でのパネルディスカッション ポリ

オについて「あと少し」と言う熱い思いが野田ガ

バナーとパネラーから伝えられたなかなかいい企

画だった。16：50点鐘で地区大会は、幕を降ろし

た。 

 歩いて３分の城彩苑夢あかりへ桜を見ながら移

動し、山賀委員長が「米山記念奨学生陳セイ」さ

んを招きサブ世話クラブとしての事業も併せて総

勢27名での人吉ナイトとなった。この場所もいつ

も陰になり陰になり支えて頂く情報通の村田会員

の顔でお店を貸切にて楽しませて頂きました。 

 延岡会長の挨拶後、伊久美パスト会長の乾杯の

音頭で幕を開けた人吉ナイトは、地区大会の内容

だったり、それぞれの思いをアルコールに載せ

て、話が絶えることなく、あっという間に2時間が

過ぎ、本田エレクトの締で幕を閉じました。バス

に乗った我々を見えなくなるまで見送ってくれ、

熊本の街へ消えたお二人さん(Ｍさん，Ｙさん)の

行方は詮索しないことにしておこう。 

(そう言えば、もうひと方タクシーで熊本の街へ消

えたダンディーなＫ先輩は何方へ、これまた詮索

控えおろうと言う事かな) 

 二次会は、「移動カラオケボックスつばめ」で

盛り上がった。早くも近見のコンビニへトイレ停

車、その後マイクが増設され後部座席でも歌える

ようになると選曲無用で鳴り続ける歌を誰となく

マイクを取り歌い続けた。まつりを歌い終えたＷ

氏は、宮原ＰＡに着くや否や姿を消し約束の出発

時間になっても現れず、相棒のＭ氏を始め数名の

捜査員が、捜索をする事うん十分ところが、いき

なり現れたＷ氏は、両手にステーキを下げ本人

は、何事もなかったかの如く、満面の笑みで乗

車。いささかやばい雰囲気でしたが、全員がス

テーキを頬張る事で一件落着、歌声の中人吉ＩＣ

を降り、それぞれ都合の良い所で下車し帰路に、

まだ歌い足りなかったＷさんとＭさんは、暗い人

吉の町へ繰り出した。その後ろ姿を見た、終始ハ

イテンションだった某つばめバスの社長は二人を

追いかけて別の暗がりへあっという間に消えて行

きました。 

 つばめバスの車庫まで付添頂いた浦田パスト会

長、本田エレクト、腰痛の石蔵次〃年度幹事、緒

方事務局を始め皆さんホントにホントに有難うご

ざいました。 

 感謝・感謝の地区大会でありました。 

 

【寄付カード】   ﾆｺﾆｺ箱副委員長 山田仁法 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・堤正博会員 本日の優良職員表彰において当社 

 の小宮君を表彰いただきました。ありがとうご 

 ざいました。誕生のお祝い結婚記念日のお祝い 

 をいただきありがとうございました。   

・延岡会員 息子の結婚を祝して。そして我社２ 

 名の表彰を祝して。           

・堤脩会員 職員２名表彰していただきありがと 

 うございました。            

・葉山会員 9名の表彰の皆様おめでとうございま 

  す。（順子姉ちゃん良かったね）         

・伊久美会員 優良職員表彰で我社から2名の表彰 

 をしていただきありがとうございました。  

・和田会員 本日は優良職員表彰に当社和田孝を  

  表彰下さいましてありがとうございました。和 

  田は私のいとこです。宜しくお願いします。 

                                          

・永尾会員 4/5の人吉新聞社様の記事に当社の高 

  菜の漬込の様子が掲載されていました。有り難 

  うございました。西村順子様おめでとうござい 

  ます。                                  

・丸尾会員 結婚記念お祝い有難うございまし 

  た。                                    

・川越会員 誕生祝ありがとうございました。 

                                          

・原田会員 誕生日のお祝い頂きまして有難うご 

  ざいました。優良職員表彰受賞の皆様おめでと 

  うございます。これからのご活躍を祈念いたし 

  ます。                                  

・戸髙会員 結婚祝いをいただきありがとうござ 

  いました。                              

・山田会員 結婚したのも忘れていました。思い 

  出させてもらい有難うございました。記念品あ 

  りがとうございました。              

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・葉山会員 米山功労者の感謝状を頂きましたの 

  で寄付します。（今年はＲ財団委員で～す） 

                                          

・高山会員 優良職員表彰、当社の平野さんが頂 

  き有難うございました。                 

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山会員 会長ご子息の結婚おめでとうござい 

  ます。                                 

・伊久美会員 米山寄付いたします。       

 

       点 鐘 延岡研一会長 


