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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 有馬ＳＡＡ委員 
       

         
      

 国 歌「君が代」            

  Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 

 
 
 
 
  

司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
  

 

      会長 本田 節 
  

 ７月20日の人吉中央ロータリークラブ表敬訪問

を最後に第６グループの新年度訪問が終了し、

ほっとしております。片岡ガバナー補佐を中心と

して親睦と交流が図られ一年間充実した活動がで

きそうです。 

 また、２週に渡ったクラブ協議会が終了し、各

委員長さんを中心とした１年間活発な活動を宜し

くお願いします。 

 本日は大変喜ばしいことに、素晴らしい新会員

をご紹介することができます。これも、推薦者の

延岡直前会長に大変ご尽力をいただきましたおか

げです。ありがとうございます。後ほどご紹介が

ございますが、岩下幸司様と後藤龍一様です。 

 それからご報告がございます。７月17・18日の

２日間大分市のコンパルホールにて、第2720地区

DL（ディスカッションリーダー）育成セミナーが

開催され、私本田が２回目のセミナーを無事終了

いたしました。大変充実したセミナーで多くの学

びをさせていただき、これからもロータリアンと
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Ｐ１～２ 会長の時間、幹事報告  

Ｐ2    出席率報告、会務報告、ゴルフ表彰(取切戦)  

Ｐ2～3  ロータリーの友紹介、 

Ｐ3～4  本田会長卓話 

Ｐ４   ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

して学び続けたいと思っております。 

 それから７月20日にＳＡＡ委員会と親睦委員会

の家庭集会を大和一酒造の酒蔵試飲室にて開催し

ていただきました。会員の親睦と交流を深め楽し

い一時でした。会場を提供していただきました下

田会員には心より感謝申し上げます。 

 さて、梅雨が明け夏本番となり、昨日から夏休

みが始まりました。先日の人吉新聞に記載されて

おりましたが、子ども達のラジオ体操が早朝から

各地区で始まったようでございます。健康づくり

には早寝・早起き、それにラジオ体操がいいので

はないかと思っております。私事ながら、夫は結

婚以来38年間毎朝６時30分から一日も欠かさずラ

ジオ体操をしており、朝のコミュニケーションと

して私も一緒にやっております。 

 会員の皆様も健康づくりにラジオ体操をやられ

てはいかがでしょうか。堤正博パスト会長の職場

でも、50年毎朝ラジオ体操をされ、表彰をされた

事を思い出しました。 

 後ほど入会12年目にして初めての卓話をさせて

いただきますので、これで会長の時間を終わりま

す。 

 当クラブのテーマ“復古創新”60周年を祝い地

域に奉仕しようです。 

 

 

   幹事 葉山稔洋 

【連絡事項】 

・第49回人吉市歳末たすけあい演芸会に伴う後援  

 願いが届いております。第1回理事会で承認頂 

 いておりますので処理致します。  

・台北稻江ＲＣ、荒尾ＲＣと玉名中央ＲＣから週 

 報が届いておりますので回覧致します。 

・Ｒ財団部門・米山記念奨学部門合同セミナーの 

 案内が届いておりますので本田会長・井手副会 

 長・友永財団委員長と有馬米山記念奨学委員長 

 にお渡し致します。 

・ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦に 

 ついて前田ガバナーより書類が届きましたので 

 本田会長にお渡し致します。 

・例会変更の知らせが届いております。 
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 掲示板に貼っております。   

 熊本江南・八代東 

・例会取止めの知らせが届いております。 

 掲示板に貼っております。      

 熊本西・八代東・熊本東・熊本東南 

 熊本城東・熊本グリーン・熊本中央・八代南  
  

  

   委員長 内藤靖雄 

 

入 会 式 
 

   岩下幸司会員 後藤竜一会員 

 

新会員紹介       推薦会員 延岡研一 

 

岩下幸司（S49.3.20）42歳 

勤務先：岩下兄弟㈱ 

役 職：取締役常務 

職業分類：(関連分類)施設  

     (分類)娯楽施設 

 

後藤竜一（S40.3.24）51歳 

勤務先：(福)慈愛会特別養護 

     老人ホーム 千寿園 

役 職：副施設長 

職業分類： 

(関連分類)福祉及び医療施設 

(分類)老人福祉施設 

   

バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 本田 節 
 
入会者挨拶         岩下幸司 新会員 

              後藤竜一 新会員 

 人吉ロータリークラブ皆様のご承認をいただき

ありがとうございました。ロータリー会員として

相応しい活動貢献ができるよう精一杯努力して参

りたいと存じます。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 
                      
ロータリー情報委員会   委員長 浅野 強 

 人吉ロータリークラブ細則によりますと、新会

員がクラブに早く溶け込めるよう援助する会員を

指名する事になっています。岩下会員と後藤会員

の援助会員を、推薦人の延岡研一会員にお願いす

る事に致します。 

 

所属委員会の発表     幹事 葉山稔洋  

 新会員お二人の所属委員会を発表いたしま

す。岩下幸司会員は、クラブ管理運営委員会

「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会「社会奉

仕委員会」に、後藤竜一会員は、クラブ管理運

営委員会「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会

「青少年奉仕委員会」に所属して頂きます。委

員会の皆様宜しくお願いいたします。 

  

 

 

【ローターアクト委員長】   委員長 平田フク 

     人吉ＲＡＣ７月第２例会のご案内 

    日 時；７月２８日（木）19;30～ 

     場 所；ひまわり亭 

  内 容；「ＲＣ、ＲＡＣについて学び直そう例会」 

 今期人吉ＲＡＣ会長 山﨑による所信表明、今期

人吉ＲＡＣ理事会によるＲＣおよびＲＡＣについて 

ほか。  担当；人吉ＲＡＣ理事会 

  ロータリアン皆様多くの参加をお願いします！ 

 

【ＳＡＡ】       委員長 下田文仁 

  本日の座席についてですが、クラブ管理運営

の委員会別に作っております。月に一回、この

ように委員会ごとの席作りに取り組んでみよう

と思います。次は来月いづれかの日に奉仕プロ

ジェクト委員会別を作りますので宜しくお願い

いたします。 

 

【親睦委員会 ゴルフ愛好会】  

  延岡年度取切戦表彰・７月度表彰 

 

   延岡会長杯取切戦延岡会長杯取切戦  
  
        優優  勝勝    
   
    北 昌二郎 会員 

   CongratulationsCongratulations！！
 

 

【雑誌委員会】 
 
     ロータリーの友７月号紹介 
 
            紹介者 塚本哲也委員長 

 皆様こんにちは。ロータリーの友

７月号の紹介をさせて頂きます。ま

ず横組みの表紙はジョンＦ.ジャー

ムＲＩ会長ご夫妻です。 

 開いて３ページ、「ロータリーの

友」誌のさらなる改革に向けてとい

う題で、ロータリーの友委員会委員長の清水良夫

氏の今年度の取組みを４つの項目に分けて記載さ

れています。横組みの４１ページには米山記念奨

学委員会50周年の記事が掲載されています。1967

年財団法人を設立し今日まで124の国と地域から

19,197人の外国人留学生を支援することができま

した。ご寄付については2014-2015年度から2年続

けて14億円を超え奨学生採用数の増加に繋げるこ

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  76.27％ 

欠 席 者 数 14名  7 / 8 出 席 率 82.46％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数      4名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  89.47％ 

＊届け出欠席  友永・尾上・井手・小林清・漆野・渡辺・武末 

        大野・田上・宮原・川越・山田・大賀・新堀        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；   

 SAA・親睦家庭集会7/20；青木・山田・大野・新堀   



 3 

とができたそうです。米山にとって最大の財産は

間違いなく、19,197人に上る学友であり、今後も

皆様からの貴重なご寄付は、優秀な奨学生の支援

のために使い、経費削減に努めてまいりますとあ

ります。44～45ページにはロータリー財団100周年

を祝うという事でアーチＣ.クランプ氏の写真とと

もに財団の歩みなどが紹介されています。また

ロータリー財団100周年を祝うアイデアとして、祝

う、伝える、貢献する、募金するという４つの話

が掲載されています。 

 50～51ページの「心は共に」には、熊本地震の

際の「元気を送る復興イベント」と「被災者へ支

援物資を輸送」と題して活動した内容が載ってい

ます。52～53ページには東日本大震災の貴重な記

事が載っています。ご熟読ください。 

 次に縦組み16ページの記事ですが、銀行のひみ

つという題で、振り込め詐欺や相続のことについ

て記載されています。相続では多くの戸籍謄本や

署名捺印など用意しなければならないものが多く

あり、大変になるという内容です。最後に18ペー

ジの柳檀の川柳の紹介です。「街中の合コン年は

無制限」という川柳が載っています。男性も女性

もいつまでも元気で年齢無制限で楽しく充実した

時間が送れればいいなと思います。５分という短

い時間で十分な紹介も出来ませんでしたがご清聴

ありがとうございました。 

 

【プログラム委員会】           

               

        会 長 卓 話  

                                本田  節 

 私の出身は球磨郡相良村の専業農家の長女とし

て生まれ育ちました。地元の小中学校を卒業後、

人吉高校に入学し、これまで出会った先生が非常

に素晴らしく私の夢は学校の先生になる事でし

た。鳥井会員もその尊敬すべきお一人でございま

す。しかしながら、大学受験をいたしましたら全

て不合格という通知をいただき、浪人をさせてく

れと父に懇願したのですが、父が「おなごは浪人

してまで大学に行かんでよか」と反対され、泣く

泣く勤めたのが地元の農協でございます。 

 しかし、勤めてみると働く事が楽しく、窓口業

務をしておりましたので組合員さんに可愛がって

いただき、年末になったら年末の貯金を、共済の

推進の時期になると共済の契約をいただき大変楽

しい農協職員時代でありました。その時の経験が

今では役に立っているのではないかと思います。 

 まず頭を下げる事、足を運ぶ事、組合員さんと

の信頼を築く事の大切さを学ばせていただきまし

た。 

 ある高額の年末貯金をしていただくお得意様か

ら「断ってよかけん、顔を立てて見合いをしてく

れんね」と言われ、お見合いしたのが今の夫でご

ざいます。非常に穏やかで大人しそうに見えまし

たが、仕事に対する情熱と誠実さに惚れて結婚を

決めました。主人は市内の設計事務所に勤務して

おりまして、近い将来独立をしたいと夢を語って

くれ私も一緒に人生を賭けたいと思いました。長

女を出産し２ヶ月後に独立をし、開業37年目の建

築設計事務所でございます。 

 現在は長女と３女が１級建築士として一緒に働

いております。３女の娘婿もひまわり亭の後継者

として今頑張って働いてくれております。 

 夫は５人兄弟の長男で、嫁いでからどこにでも

ある嫁・姑問題も多少あり、未熟な私は義母に対

して至らぬ嫁であったのではないかと、今更なが

ら思います。 

 丁度37歳の時、子ども達も小学校に入学をし、

子育て一段落という時でした。体調を悪くして病

院に運ばれた時にはすでに進行性ガンを発病して

おりました。そんな時、３人の子ども達の面倒を

見てくれ看病してくれたのが義母でした。「変わ

れるものなら変わってあげたい」と泣いてくれた

その時から本当の親子になれたような気がしま

す。 

 そして少し元気を取り戻し、義母の薦めで地元

のコミセン講座の料理教室に通ったのが現在の活

動のきっかけでございました。そして、その学び

を地域に活かしたいとひまわりグループを結成

し、独居老人や２人暮らしの老夫婦にお弁当の宅

配を始めました。今の活動も30年目になります。

ただお弁当を届けるだけではなく、安否確認・声

かけという地域のコミュニティの１つでもありま

した。そのひまわりグループの仲間達が「ボラン

ティアもいいけれど、もっと生きがいが欲しい」

という事になり、１年間各地の研修に行き、現在

の『郷土の家庭料理ひまわり亭』の開業となりま

した。つまり、地域づくりの延長としての拠点づ

くりでした。 

 テーマは“もったいない”。何がもったいない

かというと１つ目に年を重ねていくおばちゃん達

の経験・知恵・技です。特に“食”については

キャリアウーマンなのです。 

 ２つ目に球磨川の上流にあった120年前の古民

家を移築し、修復したもったいない建物です。 

 ３つ目に地域に生産される豊かな食材がもった

いない。というテーマの元に開業、現在19年目に

なります。 

 まさに、高齢化社会を見据え、“待ってました

定年、60歳新入社員、生涯現役”という高齢者雇

用型、現在では子育て支援として若いお母さん達

の雇用もしております。 

 私が“食や農や命”に深く思いを馳せるように

なったのは１人の女性の出会いでございました。 

人生の師と仰ぐ、球磨郡湯前町下村婦人会農産加

工組合初代会長、故山北幸さんとの出会いです。

当時ガンと闘っている時で、１冊の本を持ってお

見舞いに来ていただきました。相田みつおさんの

「つまづいたっていいじゃない、人間だもの」と

いう詩集でした。読んでいくうちに、心が軽くな

り生きる力をいただきました。 

 それからが40歳で市会議員になり２期務めさせ

ていただき、県議にまたまた挑戦することになり

ました。落選しましたが、それも今となっては良
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い経験となり現在があるのはその挫折のおかげで

あると思えるようになりました。 

 これまでに概略をお話させていただきました

が、これまでの61年の人生は失敗や迷いや悲しみ

がバネとなり、私を育ててくれております。そし

て、私を支えてくれる家族や仲間には心から感謝

をしています。 

 山北幸さんの生きる哲学である６つの言葉があ

ります。 

①意志（こころざし）あるところに道がある 

  →夢と目標が必要 

②継続は力なり 

 → 何事もやり続けてこそ成果が出る 

③一つ一つ障害物は乗り越えよう  

 → 誰でも壁にぶつかり成長する 

④時間（とき）はあるものではなく、つくるもの    

 → 段取り次第 

⑤寝ていても何も転がってきた試しはない 

 → 実践・行動が大切 

⑥起業は人づくりから  

 → 人材育成の重要性 

 私は、この言葉を毎日自分自身に言い聞かせな

がら、先人達の経験・知恵・技・遺伝子（DNA）

を次世代に繋ぐ役割を持って生かされているのだ

と思っています。 

 イエローハットの元最高相談役 鍵山秀三郎氏

を加工場にお連れした時、一言「本物の人間です

ね」とおっしゃった意味は、言っている事やって

いる事が一緒だという事でした。 

 まさに、ロータリーの目的や精神にピッタリの

哲学ではないかと感じております。本年度の私の

テーマ「復古創新」という言葉通り、古き良き伝

統・歴史を守りながらも時代に沿った新しいロー

タリー活動を次世代に繋げていく事が大切だと改

めて感じました。 

 60周年を迎え皆様方と共に頑張って参りますの

でご指導、ご協力の程宜しくお願いします。 

 

【寄付カード】      ﾆｺﾆｺ箱委員長 竹長一幸 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・岩下幸司会員 宜しくお願いします。   

・後藤竜一会員 宜しくお願い申し上げます。 

                     

・本田会長 新会員の岩下幸司様、後藤竜一様の 

 ご入会、心より歓迎致します。一緒にロータ 

 リーを楽しみましょう！                      

・浅野会員 本田会長の身に余る紹介をいただき 

 ありがとうございます。エレワイズの機能とこ 

 れ迄の販売実績が評価され、この受賞と思って 

 おります。地元の支援が大変心強く、現在九州 

 全県、遠くは東京に設置しました。これからも 

 高圧受電先の基本料金削減に貢献してまいりま 

 す。新会員の２社共に導入いただいています。 

 ありがとうございます。追記；第１回ゴルフ優 

 勝ありがとうございます。              

・堤正博会員 ○浅野会員の受賞をお祝いしま 

 す。○本日の会長の時間にラジオ体操の話があ 

 りました。我社は50年以上毎朝ラジオ体操を続 

 けています。ご紹介いただいた本田会長に感謝 

 します。               

・延岡会員 後藤様、岩下様、入会おめでとうご 

 ざいます。折角入ったＲＣ、楽しんで下さい。 

                     

・平田会員 新会員の岩下様、後藤様、（アクト 

  委員長として）おめでとうございます。  

・丸尾会員 岩下さん後藤さん入会おめでとうご 

  ざいます。                           

・有村会員 岩下さん後藤さん、若い会員の入会 

 を歓迎いたします。           

・北会員 延岡年度取切戦、優勝させて頂きまし 

 た。岩井会員と同じスコアでしたが年齢勝とい 

 うことで岩井君ごめんなさい。      

・下田会員 ○先日の家庭集会に来ていただいた 

  みなさん、ありがとうございました。焼酎のタ 

  ンクがカラになるのではないかと思っておりま 

  したが差し入れの御樽もたくさんいただいて、 

  まだ残っています。また飲みに来て下さい。 

  ○ 後藤さん、岩下さん、入会おめでとうござ 

  います。                              
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・大久保会員 岩下さん後藤さん、入会おめでと 

 うございます。ロータリー活動を楽しんで下さ 

 い。浅野さんおめでとうございます。                       

・葉山幹事 岩下君、後藤君の入会を歓迎してＲ 

  財団に寄付します。                    

・浅野会員 ニコニコカードと同文       
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・中川会員 岩下さん、後藤さん、入会おめでと 

  うございます。頑張りましょう！！7/17.18地 

  区研修委員会（大分）一泊二日合計３日間の研 

  修で本田会長が無事にＤＬ（ディスカッション 

  リーダー）になられました。地区で第２期生が 

  ３３名誕生しました。おめでとうございます。 

  これからも宜しくお願いいたします。    

・伊久美会員 米山記念奨学会へ特別寄付をいた 

  します。                              

・有馬会員 岩下幸司さん、後藤竜一さん、ご入 

  会おめでとうございます。お二人共ＳＡＡ委員 

  会所属です。一緒にロータリーを楽しみましょ 

  う。                                  

・平田会員 米山奨学基金にいつものように寄付 

  します。                              

・浅野会員 ニコニコカードと同文       
 
〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 ワンオンチャレンジのチャリ 

  ティーとして人吉ＲＣ奨学基金へ。岩下さん後 

  藤さん入会おめでとうございます。ゴルフ愛好 

  会の方にもぜひ入会して下さい。        

・大久保会員 Ｒ財団カードと同文       

・浅野会員 ニコニコカードと同文       

 

     点 鐘  本田 節 会長 


