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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤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 
  
来訪者紹介   本田 節 会長 
 
                人吉警察署長 谷 次男 様 

 

 

      会長 本田 節 
  

 本日の例会の外部卓話に

谷次男人吉警察署長にお願

いを致しましたところ、ご

快諾いただきありがとうご

ざいます。大変楽しみにし

ておりました。後ほど宜し

くお願いいたします。 

 昨日、相良藩“田”において社会奉仕委員会

と地域発展委員会の合同家庭集会が開催されま

した。社会奉仕委員会は昨年に引き続き、Ｒ財

団地区補助金を活用して、10月16日多良木町の

陸上競技場にて“知的障がい者チャレンジカッ

プ陸上競技大会”を開催します。特に今年度は

ロータリー財団100周年、人吉ロータリークラブ

60周年という節目でもあり、委員会の方針に
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Ｐ１       会長の時間  

Ｐ2      幹事報告、 出席率報告 

Ｐ2～3   広報･青少年育成セミナー報告  

Ｐ3～4  外部卓話 人吉警察署長 谷 次男 様     

Ｐ４     ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

沿った事業で大変嬉しく思っています。 

 先日の相模原市の知的障がい者施設での殺傷

事件では19人もの尊い命が奪われ、国民誰もが

許せない憤りを感じておられるのではないで

しょうか。直前会長延岡会員提案のこの事業

は、障がい者も健常者も老若男女共に地域で生

きる事の素晴らしさを伝えていくメッセージだ

と思います。クラブ全員で取り組み継続できれ

ばと願っております。会員の皆様ご協力の程よ

ろしくお願いいたします。 

 また、地域発展委員会新堀委員長の提案は、

何かふるさとが発展できるきっかけ、気づきに

なるイベントを開催したいとの思いがあり、委

員の提案でこれまでの“地域発展功労者”の公

募を自薦他薦でやり、より広い視点での人材発

掘をやることによって表彰の意義を深めたいと

し、今後募集要項を作られるという事でした。

ロータリーの公共イメージアップと認知度を向

上させる為にも良い提案だと思います。 

 次に、7月23日土曜日、ロータアクトの皆様

が例会の会場としてお借りしているひまわり亭

へ感謝の気持ちとして早朝清掃奉仕をしていた

だきました。汗を流していただき心から感謝を

申し上げます。日本一のロータアクトクラブを

目指して、本年度山崎会長、久保山幹事を始め

アクターの皆様の意気込みを感じる事ができ、

朝食をとりながら１時間の充実したミーティン

グもでき、大変良かったと思います。会員の皆

様、ロータアクトの例会に１回でも出席してい

ただき、激励いただければと思っています。 

 最後にお願いとして、来月８月より４つのテ

スト 

 １）真実かどうか 

 ２）みんなに公平か 

 ３）好意と友情を深めるか 

 ４）みんなのためになるかどうか 

をＳＡＡの方で唱和していただく事になりまし

たので会員の皆様もご唱和をお願い致します。 

酷暑の折、皆様お体ご自愛下さい。 
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   幹事 葉山稔洋 

 

【連絡事項】 

・台北稻江ＲＣより、人吉ＲＣ創立60周年式典 

 に合わせて第４回姉妹クラブ締結調印式を 

 前日行う事の承諾と台北稻江ＲＣ創立30周年 

 記念式典を2017年2月21日開催との通知が届き 

 ました。 

 有村国際奉仕委員長にお渡し致します。  

・「野田三郎直前ガバナーお別れ会」案内 

  期 日：8月１日月曜日13：00～16：00 

  場 所：ホテル日航熊本   

・2016-2017年度地区表彰基準の案内が届きまし 

  た。 

・「第40回球磨川音楽祭ＷＩＴＨ木野雅之」さ 

 んのパンフレットが届きましたので配布して 

 おります。 

・第６グループ片岡ガバナー補佐より第３回会 

 長・幹事会の案内が届きました。 

・社会奉仕委員会申請の「地区補助金承認連絡 

 書」がＲＩ第2720地区Ｒ財団委員会から届き 

 ました。北社会奉仕委員長にお渡し致します 

・本田年度の栞の会員名簿の確認をお願しま 

 す。訂正など御座い居ましたら7月末までに 

 お知らせ願います。   

    

    委員長 内藤靖雄 

 

 

【青少年奉仕委員会】   委員長 漆野智康 

  

 広報・青少年奉仕部門    

   セミナー報告 

  平成28年7月10日 
大分県労働福祉会館ソレイユ 
    

 当日雨の中、朝７時45分に人吉市のすみれ

ホールを出発。今回は宮﨑経由での大分入りで

した。東九州自動車道は途中２時間ほど、ＳＡ

ＰＡがありませんのでご注意ください。途中、

本田会長から差し入れのひまわり亭の弁当をい

ただき、会場には12時に到着。人吉クラブが一

番乗りでした。湯布院大分間の高速道路が霧の

ため通行止めとなり10分遅れの点鐘となりま

した。 

 広報・青少年奉仕の地区委員長より合同研

修になったとの挨拶のあと、前田ガバナーの

挨拶があり次の３点について報告がありまし

た。 

①熊本地震義援金の件、33地区より2.7億円集 

 まる 

②大分でインターアクト・ローターアクト新 

 結成の動き 

③規定審議会 広報委員会が公共イメージ委  

 員会へ名称変更？？？ 
 
広報委員長よりITの活用を！  

1）地区ウェブサイトを例会前に閲覧 

  →情報を共有 

2）ロータリアン向けに情報の提供 

 Webページへの投稿（地区ページ投稿ホー  

 ム・ガバナー公式訪問投稿ホーム） 

3）ロータリー外への情報提供（ロータリーク

ラブを知ってもらうために） 

  特に青少年向けイベントを行う際は、 

  県・市の後援をとる(名義後援) 

  マスコミに連絡 

公式訪問、奉仕活動を行った際は是非地区

ホームページへの投稿を！！ロータリー内外

に情報を発信することがロータリーの活動を

世の中に知ってもらうこととなる。 

Weｂ、メディアを利用し積極的に広報活動を

行っていこう。 

IT研修委員長からはSNSの積極活用(人吉クラ

ブでも活用中） 熊本地震の際、電話が不通

だったがSNSで連絡がとれた。 

RIでは、ITは「使えてあたり前」との姿勢で

規定審議会の生中継なども行われているそう

です。ただセキュリティも忘れずに強化して

下さいとのことでした。 
 
青少年奉仕部門では、交換留学に対し以下の

注意事項が述べられました。 

1）海外との交流は危機管理が重要 

   国際情勢(テロ・震災等） 

   ハラスメントに対応 

2）交換先はRIの容認が必要 

3）短期留学(夏・冬休みを活用 費用が安 

  価、複数人可 

4）長期留学の課題 

・費用が高い(本人・ホストファミリー） 

・進級の問題（学校によっては、単位が認 

  められず留年する可能性がある） 

・受け入れ側の問題(親日性・子育ての問題） 

・4D（No drugs , No drinking , No driv 

  ing , No dating） 

 最後の木下パストガバナーからの講評の中

で、2760地区のロータリアンから米山へ150億

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  84.75％ 

欠 席 者 数 9名  7 / 1 5 出 席 率 84.21％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数      3名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  89.47％ 

＊届け出欠席  尾上・中島・中村・田上・堀川・友永・外山 

        岡・山田         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ； 安方(地域発展家庭集会7/28） 

    中川（ＤＬセミナー7/17） 延岡（人吉中央ＲＣ7/27）     
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円相当の株式の寄付があったとの報告があり、

年間8700万円相当の運用益があるとのお話しも

ありました。 

 今回研修に参加させていただき、ロータリー

の青少年奉仕が広報、米山奨学金と関連し活動

していく重要性を理解できました。今回の車中

は、行きも帰りもまさに家庭集会のような模様

で、本田会長の思いも聞きながらの往復7時間

半の旅でした。 

 

【プログラム委員会】 外部卓話 
          
講師 人吉警察署長 谷次男様紹介  

           直前会長 延岡研一       

 ことし３月７日付けで人吉警察署長に着任さ

れました。ご出身は天草郡河浦町（現天草市）

です。昭和50年、本渡警察署（現天草署）を振

り出しに、これまで熊本北署や八代署など県内

転勤は２１回を数えるそうですが、人吉球磨地

域における勤務は今回が初めてでいらっしゃい

ます。ちなみに、昭和５３年の「成田闘争」で

は空港警備にあたられるなど警備畑が長く、前

任は県警交通機動隊の隊長。ぜひ、交通機動隊

の制服姿も拝見したいと思っております。趣味

は読書で、ジャンルはミステリー小説とうかが

いました。 

 大切にされている文字は「人」。人と人が支

えあうことの大切さ、その思いを、本日はお話

いただけるものと存じます。それでは宜しくお

願い致します。 

  

     人吉警察署長 谷次男様 
 
         卓  話 

 

 皆様こんにちは。本日は、人

吉ロータリークラブの定例会に

お招きいただきありがとうござ

います。併せまして、こういっ

た会合は初めての経験であり、

貴重な経験をさせていただくこ

とに感謝申し上げます。 

 また、平素から警察業務の各般にわたり御理

解と御協力を賜っておりますことに対して、厚

くお礼を申し上げます。 

 例会冒頭に「国歌斉唱」が行われましたこと

は、感想として「意外」でした。警察の各式典

等における「国歌斉唱」は織り込み事項であり

ますが、民間の活動においてここまでなされて

いるのかと考えると、皆様方がいかに国（社

会）のことを思って活動されているかが伝わっ

てきました。「奉仕の理想」の斉唱では、メロ

ディーも分からないまま、皆様の声を聞きなが

ら見よう見まねで歌わせていただきましたが、

私の後方から聞こえてきた歌声は「力溢れる自

信（信念）に満ちた」ものであり、その意気込

みが感じられました。 

 本会に出席させていただくに当たりロータ

リークラブをインターネットで調べましたとこ

ろ、「職業奉仕（会員の職業倫理を高めるこ

と）と、そこから広がる社会奉仕と国際親善を

目的とする。各クラブごとに独自の事務局を持

ち自主独立の運営が行われ、奉仕活動、寄付行

為、会員の交流、友好事業等が行われている。

ロータリーは、利己のない奉仕の精神と行動力

が特色である。また、会員の行動基準として、

“ ①真実かどうか ②みんなに公平か ③行

為と友情を深めるか ④みんなのためになるか

どうか ”の『四つのテスト』がある。 

 ロータリーの理念は、”人道的な奉仕を行

い、全ての職業において高度の道徳的水準を守

ることを奨励し、世界においては親善と平和の

確立に寄与することを指向した、事業及び専門

職務に携わる指導者が世界的に連携した団体で

ある。”」と載っていました。とても素晴らし

い活動をなさっていることが分かりました。 

 私は、本年の６月上旬に開催されました「少

年警察ボランティア連絡協議会」の総会時に

『地域の絆と少年の健全育成』についてお話さ

せていただきました。 

 その要旨は、 

「私がこどもの頃は、神社やお寺のお祭りに子

どもが参加するなど、地域の伝統・文化の中に

子どもがおり、大人との交流もあって、その中

で自分の子どももよその子どもも分け隔てな

く、地域で子どもの躾（指導）を行っていた。

子どもが地域に守られていたし、子ども にも

その意識があり、家族・地域に帰属していた。

こういったことから社会そのものに犯罪 の抑

止機能があった。 

 しかし、現在はどうかというと、 

○社会形態～核家族化、「向こう三軒両隣」 

 の崩壊 

○個人の意識～利己主義（主我主義、自己主 

 義）、自分さえ良ければいいとの考えの台頭 

○学校～教職員の負担増、子ども同士の関係の 

 希薄化・いじめの問題（スマートホンの普 

 及、テレビ等の影響～情報の氾濫） 

○家庭の教育（躾）～放任・学校任せが増加  

 （共働き）、核家族化が多くなり、じいちゃ 

 ん・ばあちゃんによる教育（躾）の減少 

○少年に街中で声かけや注意をすると、逆に 

 食ってかかられる状況 

などのことから、子どもの教育の基本である

「家庭の躾」が低下するとともに、地域で子ど

もを守り育てるという状況に陰りが見えている

のではないかと思われ、引いては、子ども自身

の家族・地域への帰属意識が減退し、併せて社

会にあるべき犯罪抑止機能が働かなくなってき



 4 

ているのではないかと思われる。」 

というものでした。 

 しかし、人吉・球磨に関してこの事は杞憂で

あったと最近感じました。それは、先日の土

曜・日曜日（7/23・7/24）には、 

○青井阿蘇神社で子どもが沢山参加した催しが 

 あっていた  

○上青井町の出町地蔵尊の祭りがあり、子ども 

 が参加していた  

○九日町商店街の夜市が行われていた 

ことから、まだまだ地域の絆があり、社会の犯

罪抑止機能があると思ったからです。それに、

先ほど申し上げましたインターネットで調べて

分かったロータリークラブの活動をなさってお

られる皆様方の存在があるからです。 

 人は一人では生きられません。だれかにどこ

かで助けられています。私も支え合う「人」と

いう文字を大切にしています。地域の絆のため

に奮闘されている皆様のますますの御活躍を期

待します。  

 本日は、私が昨年隊長を務めました「交通機

動隊」の白バイの①訓練成果を披露するドリル 

②全国安全運転競技大会を収録したＤＶＤを見

ていただきたいと思います。 

 ①のドリルでは、風車（二枚羽根、四枚羽

根）を表現する場面がありますが、中心（羽根

の基点側）の方はゆっくり、外側は早い速度で

回らないと羽根が一直線にならないため、非常

に難しく、お互いに信頼し合わないと事故を起

こし、怪我をすることになります。また、早い

速度で交わるロケットクロスは迫力があり、衝

突して空中分解するのではないかと思うほどで

す。 

 ②の全国大会は２日間にわたり四つの競技を

行いました。平成２６年の大会は、０．２秒差

で準優勝でした。昨年は、逆に０．２秒差で優

勝することができました。 

 白バイ隊員は、このように厳しい訓練を経

て、また、日常的にこれらの訓練を行いながら

悲惨な交通事故の発生を1件でも減らすために

交通違反の取締り等に当たっています。皆様、

白バイに検挙されたときは嫌な気持ちになら

ず、“ここで捕まって良かった。事故を起こさ

ずに済んで良かった”と思ってください。 

 時間が参りましたので、ここで終わらせてい

ただきます。 

 なお、冒頭に紹介していただきましたので自

己紹介は割愛させていただきました。私は本年

度が警察人生最後になりますが、人吉・球磨の

安全安心確保のため署員一丸となって業務を推

進していますので、引き続きご協力いただきま

すようどうぞ宜しくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

 

【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〉 

・本田会長 谷人吉警察署長のご来訪と卓話あ 

 りがとうございました。来年の三月まで楽し 

 く人吉での勤務をお過ごし下さい。   

・石蔵会員 谷署長、ご来訪ありがとうござい 

 ます。また、去る7月22日23日全国の地域新 

 聞社の集いを人吉で開催致しました。ＰＲの 

 お役にたてたかと思います。ご協力いただき 

 ました会員の方にも感謝申し上げます。 

                                      

・葉山幹事 谷警察署長お忙しい中ありがとう 

 ございました。昨日までで四つの委員会の家 

 庭集会が終わりました。特に下田委員長には 

 大変お世話になりました。            

・井手会員 後藤会員、岩下会員、ご入会おめ 

 でとうございます。ロータリーを楽しみま 

 しょう。宜しくお願いします。谷署長様、本 

 日の卓話ありがとうございました。    

・延岡会員 谷署長、本日はお忙しい中お出で 

 いただき、また貴重なDVDをまじえての卓話 

 ありがとうございました。皆さん白バイに追 

 いかけられたらおしまいです。安全運転に心 

 掛けましょう。                      

・戸高会員 7月10日の大分研修に行けず広報 

 部会の内容までご報告いただいた漆野会員、 

 大変お世話になりました。            
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・武末会員 谷警察署長、本日の卓話ありがと 

 うございました。                    

・葉山幹事 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文           
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山記念奨学会へ特別寄付を致 

 します。                            

・平田会員 米山奨学基金へいつものように寄 

 付します。                          
 
〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・延岡会員 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文           
 
 

     点 鐘  本田 節 会長 

   


