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人吉ＲＣ創立人吉ＲＣ創立5959年記念例会年記念例会  

       

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 
 
来訪者紹介 
 
       芦北ＲＣ    本田 泰生 ガバナー補佐 

              （熊本第６グループ） 

 

 

      会長 延岡研一 
 

 人吉ロータリークラブは1957年、昭和32年5月

25日の創立以来、59年目を迎えました。そし

て、いよいよ次年度は60周年を迎えます。 

 私の会長任期もあとひと月となりまして、寂

しさで顔がほころんできているところですが、

今日は、人吉ロータリークラブ創立記念卓話と

して中島パスト会長にお話をして頂きます。 

 色んな資料を集めて、パワーポイントを駆使

しての卓話と聞いております。どうぞよろしく

お願いします。 

 さて、明日から会員ご夫人も含めて20名での

韓国慶山ロータリークラブとの第14次姉妹締結

調印式ですが、ソウルで開催されるロータリー

国際大会に合わせて行ってまいります。 

 とは言っても、国際大会は私と有村国際奉仕

委員長の二人だけの参加で、開会式の時間的な

都合で、日曜日は他の参加者とは別行動で早朝

6時のＫＴＸで東大邱駅を発たなければなりま

せん。明日、明後日と4時台の起床時間かと思

うと気が滅入ってきますが、気合を入れて頑

張ってきます。 

 今回の調印式は、昨年の慶山ロータリークラ

ブ40周年に続いて、姉妹クラブ締結も40周年と

いう節目の、めでたい年でもあります。 

 そして、来年は当クラブの60周年と交流が続

きます。本来次年度は青少年交流の年ですが、

60周年と重なることもあり、次々年度に延期す

るように提案するように考えています。鳥井年

度から往訪、往訪、来訪、往訪と4年連続の交

流となりますので、より身近なクラブであり、

より親密なロータリアンになれればと思いま

す。 

 1976年以来という40年の永きに亘り両クラブ

の先輩方が築いてこられた友情と交流に大いな

る感謝と敬意を表するところです。 

 そして、青少年のホームステイによる交流も

25年が過ぎ、世代間を超えた変わらない友情に

より、理解と友好が深まり、一層の信頼関係を

築いていければいいと思います。国と国とのつ

ながりは、その国民と国民とのつながりがない

と成り得ません。その先頭に立って、友情と信

頼を確かなものにするのが、我々ロータリアン

ではないでしょうか。 

 今日から開催されている「ロータリー国際大

会」のスローガンは「韓国で世界とつながろ

う」です。ソウル市内は世界各国からの来訪者

で溢れていることでしょう。 

 慶山ロータリークラブと人吉ロータリークラ

ブのつながりが、韓国と日本のより一層のつな

がりになり、そしてソウルで開催されている

「国際大会」で世界中の国と国がつながり、

ロータリアン同士がつながり、「平和と紛争予

防／紛争解決」へとつながっていってほしいと

願っています。 

通算２８９３回 第４３例会 

 ２０１６年  ５月２7日 

     毎週金曜日 

 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 Ｐ２ 

出席率報告、会務報告 本田Ｇ補佐挨拶 P ２ 

クラブ創立記念卓話 中島博之パスト会長 Ｐ2～4 

 ﾆｺﾆｺ箱.Ｒ財.米山.奨学金 寄付カード  Ｐ４ 



 2 

   幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・来月６月のロータリーレートは１㌦＝110円  

・南相馬RC及び台北稻江RCへお礼状を送付済み 

・ＲＩ第2720地区前田ガバナーエレクトより 

 地区チーム研修セミナー・PETS・地区研修協 

 議会の報告書、「事前研修報告書」を全会員 

 に配布。 

・前田ガバナーエレクトより「広報・青少年奉 

 仕部門合同セミナー」開催案内7月10日(日) 

 13:00～大分県労働福祉会館 葉山副幹事へ 

・1月22/23日に大雪で延期となったＤＬ（ディス 

 カッションリーダー）育成最終セミナーが7月 

 17.18日に大分コンパルホールにて開催。 

 本田節会長エレクト参加予定。 

【例会変更・取止め】 

・熊本江南RC6/8→歳祝例会18:30～ﾏﾘｰｸﾞﾚｲｽにて  

・八代東RC6/23→創立27年記念例会18:30～ 

           八代ホワイトパレスにて 

   〃 6/30→ 取止め 

・熊本城東RC6/6→歳祝い最終例会18:30～  

                             「青柳」にて 

・熊本西南RC6/16→創立40周年記念例会6/17へ 

      18:30～ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲにて 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】      委員長 有村隆徳 

 韓国慶山との第１４次姉妹締結調印式とソウル国

際大会参加のため、国際奉仕委員会はじめ会員夫人

の計２１名が明日から２泊３日で出発します。参加

の皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【Ｒ情報委員会】 
          

 人吉ロータリークラブ 

    創立記念卓話  
         
            中島博之パスト会長 

  

 

 

 

 

 人吉ロータリークラブ 

  創立記念日・ ・・ 昭和３２年５月２５日(土） 

  ＲⅠ認証年月日・・昭和３２年６月６日 

 

○2014～2015（鳥井正徳会長：有馬宏昭幹事） 

創立記念卓話 伊久美寛志会員「人吉ＲＣと私」 

 私が初めてロータリーを知ったのは 昭和３２年

５月中旬のある日 道路沿いの電柱にロータリーの

旗を取り付けている人達でした。人の話では「人吉

にロータリークラブ」ていうのが出来るげなとの事

でした。 

 その次に出会ったのが創立１０周年記念事業に人

吉駅前に建立された時計塔の電源 工事の見積もり

と工事打ち合わせで例会終了後の13時30分に肥後銀

行３階に呼び出された時でした。 

 それから３年後の昭和44年10月17日に手塚病院の

手塚良彦院長、出水林業の桐原達郎専務と私 ３人

が入会しました。入会したその年は創立１３年目

で、会長は永国寺の紫安達朗氏、幹事は矢田商店の

矢田太氏でした。その年の入会者は11名、退会者7名

で42名の会員数でした。その内チャーターメンバー

は、泉万次郎氏、釜田元次郎氏、岡本太蔵氏、堤貞

雄氏、堤治助氏、山口宏氏の６名でした。 

 

 

 ・  皆さんが ロータリークラブの名前を知ったのは？ 

   ・  何年後に入会しましたか？ 

   ・  その時の会長さん、幹事さんは？ 

   ・  人吉ＲＣは、創立○○年目でしたか？ 

  ・ 会員は○○名でしたか？ 

 

 

○2011～2012（宮原和宏会長：馴田信治幹事） 

創立記念卓話 浦田繁喜会員 

 本日は、人吉ＲＣ創立５５周年の記念日が例会日

と重なりました。珍しい事です。会員の皆様おめで

とうございます。私は1978年（昭53年）第22代渕田

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  81.03％ 

欠 席 者 数 11名  5 / 1 3 出 席 率 87.93％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  89.65％ 

＊届け出欠席  外山・竹長・内藤・有村・伊久美・山田・友永 

        新堀・高山・堀川・田上・原田・板井・青木        

＊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 平田         

宮崎精一画伯のデッサン 

 

人吉ロータリークラブ 

創立１０周年記念事業 

人吉駅前に時計塔を寄贈 

昭和42年1月13日竣工式 
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敏夫会長・釜田元嘉幹事の年に入会いたしました。                       

        ・・・・・・・ 

 人吉ＲＣが誕生した昭和３２年頃はどんな年で

あったでしょう。岸内閣の誕生、南極に恒久的な観

測基地として昭和基地の設置。霞が関ビルの完成な

どがあります。世相は？歴史始まって以来の好景気

と騒がれた「神武景気」にも少し陰りを見せ始め、

「なべ底不況」と言われた時代へと移りつつありま

した。又、水俣に奇病が発生し、水俣病として大き

く世間を騒がせ今もって多くの患者さんを苦しめて

大きな社会問題となっています。 

 当時の人吉市は、市長が渕田長一郎氏で、市の上

水道が初めて給水開始され、人吉橋の完成、市制１

５周年記念行事が開催された年でもありました。第

７代会長の鳥越治雄さんは、鳥越元会員の父上で

す。第９代会長の青木龍太郎さんのお孫さんが、青

木一幸会員です。この様に５５年の長い歴史の中

に、親：子：孫と３代にわたり人吉ＲＣの発展に尽

くされ、多くの先人、先輩会員達の団結と奉仕のた

まものと感謝の念をいつも忘れない様にしたいと

思っています。  

 

○2012～2013 （山賀勝彦会長：浅野強幹事） 

創立記念卓話 宮山惇会員 

 明日５月２５日は人吉ＲＣ創立記念日で誕生日に

当たります。昭和３２年、今年で56年になります。

昭和３２年生まれの会員が４名いるようです。自分

の年齢がクラブの年齢、便利ですね。古きを尋ねて

新しきを知る良い機会ですので人吉ＲＣ１０年誌を

見て、当時を振り返って見たいと思います。 

 当時熊本県には、熊本クラブのみでした。県下各

地へロータリークラブの設立を打診するもなかなか 

うまくいかなかったようです。当時、熊本ＲＣ会員

に人吉出身の高嶋昴三氏（肥後相互銀行社長）人吉

クラブ名誉会員高嶋康二氏のご尊父）が在籍してお

られ、週末に人吉に帰られ、神戸政郎氏の球磨川林

業に寄られて、話し合いを度々されたそうです。   

 ロータリーの精神から話が進み、クラブ設立を薦

められた事でしょう。この頃が４月上旬で、早速 

６人（高嶋：神戸：藤村：上妻：堤貞雄須子）が 

高嶋宅へ集まり、クラブ結成の話し合いを重ねられ

た。４月２９日には熊本ＲＣ会長の吉村常助氏（ズ

イヨウ社長）が来人。創立手続き方法、その他細部

にわたる書類を持参される。とにかく複雑な事務手

続き、基礎になる２０名のチャーターメンバーの選

考には、１０時間以上に及ぶ、協議:話し合いを持っ

た記録が残っています。こうして設立に向かったの

です。特別代表の吉村常助氏の祝辞の中に ４代幹

事の藤村正典氏の働きが大きかった と賛辞を送ら

れています。藤村氏は、英語に堪能な、東大卒、

（当時の書類は英語のみ）であったそうです。この

様な経過で、５月２５日に創立総会が「鍋屋旅館」

で２１名の創立会員で開催されました。入会金7,500 

年、会費￥15,000と記録されています。 

 この創立総会の２週間後の６月６日には、本部よ

り人吉ロータリークラブの承認。クラブ創立の最短

記録だったそうです。  

○2009～2010 （大久保勝人会長；山賀勝彦幹事） 

創立記念卓話 宮山惇会員 

 ロータリーとは、それは、人道的な奉仕を行い、

あらゆる職業に於いて高度な道徳的水準を守る事を

奨励し、かつ世界に於ける親善と平和の確立に寄与

することを目的とした事業及び専門職に携わる指導

者が、世界的に結び合った団体である。とあります 

この事について、詳しくは 国際ロータリー創立９

０周年 地区誌の中に寿崎肇ＰＧの「ロータリーと

は」に記述してあります。 

 「日本のロータリークラブ」1920年日本で初のロー

タリークラブは、当時三井銀行の重役であった米山

梅吉氏 等によって東京都に作られました。世界で 

855番目の認証クラブでした。第２次世界大戦による

中断はありましたが、戦後の加盟は 増加の一途を

たどり、拡大発展は目覚ましく、現在では、世界第

２位のロータリー国となっています。現在（2009年１

２月）クラブ数2269会員数89,215人です。世界に

33,000以上あるクラブは537の地区に属し、その地区

は ３４のゾーンに属する。ゾーンは、さらに４１

の地域に振り分けられている。「ゾーン」は、国際

ロータリーの会長指名委員とＲＩ理事指名委員を選

挙するために、ＲＩ細則が定めＲＩ理事会が編成し

たクラブの集団。ロータリー研究会は、多くの場

合、ゾーンを基礎として開催される。 

 

○2013～2014（渡辺洋文会長：井手富浩幹事） 

創立記念卓話 和田栄司会員 

「ロータリー」とその精神 

①初期のロータリークラブの目的 

世界のロータリアンは今でも週に１度は食事を共に

し、国家を歌い、ロータリーソングを歌い、楽しい

ひとときを過ごしています。このロータリー精神は

どのように育まれてきたのでしょうか。 

②相互扶助から奉仕の精神への成長 

クラブ誕生から２年後の事、現在のロータリーの思

想にまでに繋がる出来事がありました。弁護士のド

ナルド・カーターに 入会を勧誘して 断られまし

たその理由は、「自分たちの利益だけを追求する団

体は、社会的に意味がない、やがて崩壊する」と言

うのです。３８歳になったポールハリスは、その言

葉に感心して、「自分の周り、みんなが幸せでなけ

れば、自分たちも幸せになれない世の為、人の為、

に自分たちに出来る事をしよう」と決意します。早

速、綱領に「シカゴの繁栄と、シカゴ市民の幸福の

ために」という言葉の追加を提案し、そして「相互

扶助」の文字を削除したのでしたロータリーに、初

めて奉仕の概念がめばえ、同時に地域社会への奉仕

の概念が生まれた瞬間でした。 

③全米ロータリークラブから、国際ロータリークラ 

 ブ連合会へ 

素晴らしい理念を得て、会員は益々増え社会的な地

位や、財力のある人も入会して来ました。ポールハ

リスは、シカゴだけでなく主な都市にも広めようと

考えました。奉仕の理念が生まれたときにも「自分

たちの為に入会したんだ」と反対がありました。こ

の時もやはり反対者がいました。でも1910年（明治43
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年）カナダのウイニペグに１７番目のロータリークラ

ブが出来たことで、それまで１６のロータリークラブ

を纏めていた全米ロータリークラブ連合会を国際ロー

タリークラブ連合会と改めました。この時ロータリー

クラブは、国際化したと言えるでしょう。 

④ そして日本へ 

我が国のロータリークラブは、1920年(大正９年10月20

日）三井銀行の重役だった米山梅吉が、東京に初めて

設立して翌年（４月１日に855番目のＲＣとして、加

盟：認証された） 

東京ロータリークラブ誕生の もう一つの裏話 

1904年三井物産に入社した福島喜三次は、ニューヨー

ク支店勤務の後、1912年ダラスに三井物産の子会社を

設立し、大々的に綿花の商売をしていました。1915年 

３４歳でダラスＲＣの会員になっていました。日本人

第１号のロータリアンです。数年後、帰国することに

なった送別会で「東京へ帰ったら、東京にロータリー

クラブを作ったらどうか」とすすめられた国際ロータ

リークラブの委託を受けて帰国した福島喜三次かなり

優秀な人ではありましたが、三井物産の社員の一人に

すぎず「東京ロータリークラブ設立」は、余りにも 

大きすぎる仕事でした。そこで、重役の米山梅吉に依

頼したのです。米山梅吉は、アメリカ旅行の際、福島

喜三次の家に宿泊、福島の紹介で、ダラスＲＣを表敬

訪問しています。こうして米山梅吉を会長に、福島喜

三次幹事のもとで「東京ロータリークラブ」は誕生し

たのです。 

⑤国際ロータリークラブ連合会から、国際ロータリー 

 クラブへ 

 1914年（大正３年）勃発した、第１次世界大戦とそ

の戦後処理を経験したロータリークラブは、「奉仕の

中に地域社会を超えた国際奉仕」と言う概念を抱くに

いたり「国際ロータリークラブ連合会」は、1922年

（大正11年）に現在の「国際ロータリークラブ」  

へと改称したのです。 

⑥米山梅吉の精神  

 また戦前のロータリークラブの精神 米山梅吉は、

「ロータリーの例会は、人生の道場である」と言いま

したロータリーの理念は、現代にあっても、理想的な

人間の生き方、社会の在り方、企業の在り方 に通じ

るものなのです。戦前のロータリアンは、みなこれを 

信奉し、例会をRCの中核にどっしりと据えていまし

た。例会の途中で退席するなど、考えもしない事でし

た。中途退席が目立つ様になったのは1960年（昭和35

年頃から）ではないかと言われています。 

⑦最後に 

 戦後すぐの1946年（昭和21年）４月２８日 米山梅

吉は故郷の静岡県の長泉に疎開したまま逝去。 

 同年９月１７日に福島喜三次逝去。翌年1947年１月

２７日にポールハリス逝去。僅か９ヵ月の間に、ロー

タリーの創始者 日本ロータリーの創設者が相次いで 

この世を去りました。希望に燃えていた会員達にとっ

て、さびしいかぎりだった事でしょう。現在のよう

に、精神性がだんだんと失われていて、混沌とした時

代に、ロータリーは今度は、どのような方向へ舵を切

るのでしょうか？    

（日本ロータリーの創始者米山梅吉を「ロータリー日本５

０年史1東京ＲＣ７０年、米山梅吉伝」より紹介） 

 
世界は、常に変化している 

ロータリーは、この世界と共に変化して成長して

行かなければならない。 

ロータリーの物語は幾度も書き換えられなければ 

ならない。       「ポールＰ.ハリス」 

 

以上、長時間お付き合いいただき有難うございま

した。 

 

 

 

【寄付カード】     ﾆｺﾆｺ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉  

・本田泰生ガバナー補佐                 

・延岡会長 本田ガバナー補佐、本日はお出でい 

 ただきありがとうございました。中島パスト会 

 長、パワーポイントを駆使しての創立記念卓話 

 アーカイブス楽しかったです。       

・堤正博会員 5月22日の日曜日、当社で第30回の 

 繊月まつりを開催いたしました。幸いお天気に 

 恵まれ大勢の人に来ていただき盛会裏に終了し 

 ました。応援に社員、行員を出していただきま 

 した方々に心よりお礼申し上げます。          

                    

・友永会員 早退します。          

〈Ｒ財団委員会〉 

・延岡会長 ニコニコカードと同文       

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・中川会員 本田ガバナー補佐、ようこそいらっ 

 っしゃいました。中島パスト会長、創立記念卓話 

 お世話になりました。                     

・葉山会員 創立記念卓話を中島パスト会長に  

 お願いしたところ「俺がな」と言われました  

 が、なんとか快く引き受けて頂きました。文明 

 の力を駆使し、素晴らしい人吉ＲＣの歴史を報 

 告頂きありがとうございました。     

・伊久美会員 休会と欠席が続きましたので米  

 山奨学基金特別寄付をいたします。    

・山賀会員 中島さん本日の創立記念卓話ご苦  

 労様でした。卓話の中に米山梅吉の話が出てき 

 ましたので米山記念奨学会へのニコニコ寄付を 

 お願いします。             

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会長 ニコニコカードと同文     

 

 

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  


