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

               

   

   国 歌「君が代」            

   Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

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ＲＣ奨学生 ６名  
            
           

       

 

 

   会長 本田 節 
  
 朝夕はかなりしのぎやす

くなりましたが、まだまだ

日中は暑い日々が続いてお

ります。 

 先週の、納涼家族会では

多くの皆様のご参加を頂き

大変楽しい一時を過ごす事ができました。親睦

委員会の皆様には大変お世話になり、ありがと

うございました。ロータリー家族の親睦を深め

2905 
2016 8 26 

8 

Ｐ１～２    会長の時間  

Ｐ２      幹事報告、 出席率報告、会務報告 

Ｐ３      前年度ホームクラブ出席率100％表彰 

     人吉ＲＣ奨学生発表6名 

Ｐ３～４ Ｒの友8月号紹介 

Ｐ４     ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード  

る事ができました。 

 さて、昨夜、会員組織増強委員会、職業奉仕

委員会、環境保全委員会の３委員会で家庭集会

を開催していただきました。岩井委員長のお兄

さんのお店、松龍軒で開催していただき、こだ

わりの餃子とお母さん手作りのおいしいお漬け

物とおむすびで皆さん満腹になり、楽しい家庭

集会でした。委員会の皆様ありがとうございま

した。今月は会員増強月間という事もあり、具

体的な名前も数名出て、今後具体的に動いてい

きたいということでございました。どうぞ増強

宜しくお願いいたします。 

 ところで、今週水曜日25日に菊池市の株式会

社コッコファームでお話をする機会を頂き、創

業者の、現在代表取締役会長松岡義博氏と親し

くお話をさせていただきました。松岡会長は、

菊池ロータリークラブで会長もされておられ、

皆さんもご存じだと思います。今、地方創生が

叫ばれる中全国的にも６次産業の成功モデルと

して注目を浴びておられ、年間110万人を集め

る地域コミュニティ型の複合施設（たまご庵）

は、物産館、レストラン、菓子工房、農産加

工、イベントホールという地域の魅力を発信す

る拠点となっております。 

 会長は、昭和24年に菊池市の片田舎の農家の

長男として生まれ、中学校卒業と同時に農業の

専門学校に１年間住み込みで学ばれました。農

業後継者としての道を歩み始めましたが、中山

間地でのこれからの農業のあり方を外から見て

みたいと思い離農し、東京、横浜へ18歳の時に

上京されました。20歳まで11種類の職を転職し

た後、田舎の自然の素晴らしさを改めて実感

し、「過疎こそ宝だ」「クレームこそ宝だ」を

合言葉に、故郷に帰り現在に至られます。平成

23年から社長を交代し会長に就任されました。 

 という事で、松岡会長とのお話の中で座右の

銘とされている「厳しき道、されど我が道、愛

の道」という人生十訓をお伝えしたいと思いま

す。 
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１．バランスのとれた５つの健康 

  （体、心、金、家族、奉仕） 

２．参謀を作り諮問機関での意見を大切に 

３．誰と出会えるかによって人生観は変わる 

４．話せばわかる人間関係 

５．過疎こそ宝だ、クレームこそ宝だ 

６．お客様のニーズに応えるな 

７．出入口の表示も考え方次第 

８．グラスのビールは３分の１にしておこう 

９．人生100倍のホラをふけ 

10. 多数決で物事を決めるな 

以上の十訓は非常に私にとっても会社の代表と

して、そして現ロータリーの会長として学ばな

ければならない事だなと改めて思わせていただ

きました。特に１の、①体の調子は良いか ②

精神的に悩み事が多過ぎはしないか ③お金に

苦労し過ぎてはいないか ④家庭は仲良くやっ

ているか ⑤地域との共生を大切にしているか  

この考え方を基本に、特に優れている、特に

劣っていることがあれば、平均化するようにし

て自分の身の丈にあったプランニングをした方

がいい。 

 また、３の出会いは自己発見の場と考えるな

ら、常に人生設計を明確に立て、日々その過程

を大切にして、気付いたことをチャンスと捉え

ることにより新しい発想が生まれる。と言って

おられ、これらは、ロータリーライフと重なり

合う人生訓ではないかと思いました。なお、熊

日新聞の読者のひろばの“わたしを語る”とい

うコーナーで松岡会長の連載が近いうちにス

タートするということで皆さんも興味深く読ん

でいただけたらと思います。 

 本日は、人吉ロータリークラブ奨学生６名の

皆様に来ていただいております。鳥井委員長か

らご紹介をしていただくと思いますが、是非、

奨学生の発表を楽しみにして下さい。 

 

  

    幹事 葉山稔洋 

 

【連絡事項】 

・ガバナー月信８月号とＩＭ案内パンフレット  

 を本日配布します。 

・2016-2017年度のクラブ活動方針栞を配布しま 

 した。 

・2720地区ローターアクト第１回会長幹事会、 

 第32回年次大会登録案内が届いています。 

  10/8(土)～10/9(日)ホテル熊本テルサ 

  →平田ローターアクト委員長へ 

・青井阿蘇神社より9/5(月)例大祭斎業・奉賛会 

 合同会議の案内→本田会長へ 

・宇佐50周年式典の再度案内ハガキが届いてい 

 ます。 

・八代南ＲＣより例会変更（掲示板へ） 
 

     委員長 内藤靖雄 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】 委員長 有馬宏昭 
 

 本日回覧しております公益財

団法人ロータリー米山記念奨学

会『ハイライトよねやま197号

を紹介させて頂きます。 
 
 今月のピックアップ記事から

です。2017年4月の新規奨学生募集が始まりま

した。各地区の米山奨学委員会からの報告に

より決定した指定校は、全国で532校（前年度

528校）。指定校からの被推薦者数は1,748人

（前年度1,643人）で、この中から新規奨学生

585人が選ばれます。  

 2720地区米山奨学委員会の記事が載ってお

りますので紹介します。 

 「2720地区夏季研修会」第2720地区（熊

本・大分）米山奨学委員会が主催する「夏季

研修会」が7月23～24日、杵築市内で開催され

ました。２県にまたがる同地区で奨学生が一

堂に会するのは、４月の熊本大地震後初めて

のことです。まだ復興への道はスタートした

ばかりであるにもかかわらず、奨学生・カウ

ンセラー・地区委員は一人の欠席者もなく、

前田眞実ガバナーを驚嘆させました。緊張感

あふれる 1 日目の研修では、ガバナーアドレ

ス、当会理事の岡村泰岳氏の講演、同地区出

身で現在、東京米山友愛ＲＣ会員となった林

志英さん（1990-91／大分１９８５ＲＣ）のス

ピーチにより、人生の目標や奨学生としての

あり方を考えました。夕刻からは、バーベ

キューで笑顔がはじけました。  

 ロータリアン・奨学生・学友による“米山

ガールズ”のフラダンス、母国でプロ歌手の

資格をもつ奨学生の歌唱、盛り上げ上手なネ

パール人奨学生のパフォーマンス――。外国

人には物珍しいスイカ割り、キャンプファイ

ヤーなど、盛りだくさんのプログラムでし

た。2 日目は早朝散歩からスタートし、基調

講演、一言スピーチ、グループディスカッ

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  79.66％ 

欠 席 者 数 12名   

8/12例会取止め  出 席 者 数 47名  

免除会員出席者数 0名  

＊届け出欠席  後藤・和田・岩下・原田・青木・田上・大賀 

        尾上・小林清・堀川・宮原・外山         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 
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ションを経て研修会は終了しました。 

「元気な熊本、元気な 2720 地区をお見せし 

たい」、という秋吉実米山部門委員長の意気込 

みどおり、ガバナー・ガバナー補佐をはじめ、 

米山に関わるすべてのみなさんの熱気を感じ 

る２日間でした。 

以上、ハイライトよねやまの紹介でした。 
 
 最後にお知らせです。人吉ＲＣ米山月間に米

山奨学生卓話を予定しておりますが、来訪日程

が決まりましたとの連絡がありました。 
 
   米山月間 米山奨学生招待卓話 

  人吉ＲＣ例会 １０月７日（金） 

  2720地区米山奨学生 李玉蘭さん（中国） 
    
 李さんは、熊本大学 修士課程２年情報電気

電子工学科の学生です。世話クラブ熊本中央Ｒ

Ｃのカウンセラーと来ていただく予定です。 

 そういうことで、米山委員会の方も一生懸命

やっております。皆様どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

【出席委員会】  前年度委員長 漆野智康 

   補填を入れた出席率100％表彰は次週行ない

ます。 

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

            委員長 鳥井正徳 

 人吉ＲＣ奨学生の球磨工業高校２名・人吉高

校４名の皆様を紹介します。６名の皆さんは、

成績上位、部活動も活発にされている優秀な生

徒さんです。これからも人吉ＲＣ奨学へのご支

援を宜しくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 学習内容、所属する部活動のようす、将来の

希望(夢）などを語っていただきました。 

 

 

 

 

 

【雑誌委員会】 
 
     ロータリーの友８月号紹介 
 
           紹介者 塚本哲也委員長 

 皆さんこんにちは。ロータ

リーの友８月号の紹介です。 

 まず左側、横組みから紹介

させて頂きます。開いて３

ページ、ジョン.F.シャーム

ＲＩ会長のメッセージが「あ

なたの一言から始まる」という見出しで紹介さ

れています。私は４０年前に勤めていた会社の

社長から誘いを受け入会しました。入会した

際、仕事をさぼる口実にロータリーを使用しな

いようにと言われましたが、当時は昼の例会に

出たり、奉仕活動をする時間は十分にありまし

た。しかし今では会社は時間に関して寛大でな

くなり、奉仕への参加を好意的に見てくれる上

司ばかりとは限りません。仕事とロータリーの

両立は難しくなり、ひと昔前にロータリーの成

長を促したモデルは今や成長を妨げる要因の一

つとなっています。例会時間に柔軟性を持た

せ、入会候補者の幅を認める画期的な決定が採

択されたのはこのためです。 

 また、最も大事なことにロータリークラブへ

の勧誘がありますが、この誘いはいわば贈り物

です。候補者の方に「あなたは、地域社会をよ

りよくするために必要なスキル、才能、人格を

お持ちです。私たちと一緒に地域社会で活動し

て頂けませんか」という事です。 

 私は国際ロータリーの会長ですが、私が新会

員を入会させることができるのはチャタヌー

ガ・ロータリークラブだけです。皆さんのクラ

ブや地域社会を強くすることはできません。自

分たちのクラブや地域社会を強くするために入

会するにふさわしい知り合いを「人間に奉仕す

るロータリー」に誘えるのは皆さんをおいてほ

かにいないのです。 

ということが掲載されています。 

 次に２４ページから２７ページまでは５月２

８日から６月１日の５日間開催されたソウル国

際大会の記事が「韓国で世界とつながろう」と

いう見出しで掲載されています。参加された会

員の方には興味深い記事かと思いますのでご覧

ください。 

 ４０ページからは「ロータリーがたちまち好

きになる理由」という題で１０の理由が書かれ

ています。 

 右側縦組みに移ります。４ページからは「時

代に向き合い人に寄り添う」という事で創業３

４７年の岡谷鋼機の社長の話が掲載されていま

す。本社は創業当時から変わらず今と同じ場所

にあり、その頃から時代に沿って少しづつ取り

扱いの商品が変わっているのが会社の歴史だそ

      2015-2016年度 

         ホームクラブ例会出席100％ 

       浦田繁喜会員 水野虎彦会員 
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うです。今では売り上げは7,800億円の商社に成

長したそうです。 

 最後に、日本人の心に支えられたものづくり

は世界ナンバーワンであり、将来世界100億人の

リーダーを目指す気概を持ちたいと思ってい

て、世界からも同じような期待が寄せられてい

るのではないかと締めくくられています。 

 あとの友愛の広場や卓話の泉、ロータリー

アットワークにもいろいろと興味深い記事が掲

載されていますので是非目を通していただきた

いと思います。 

 以上、ロータリーの友８月号の紹介でした。

ご清聴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〉 

・安方会員 大変お世話になりました。皆様の 

 御健康と人吉ＲＣの発展を御祈り致します。 

                     

・丸尾会員 肥後銀行安方支店長お疲れさま。 

 又、宮﨑支店長、おつきあいのほど宜しくお 

 願いします。                          

・本田会長 安方支店長、短い期間でしたが、 

 １０年在籍位の友情を深めていただきありが 

 とうございました。宮﨑支店長、一緒にロー 

 タリーを楽しみましょう。期待しておりま 

 す。６名の奨学生の皆様頑張ってください。 

                                       

・葉山幹事 ○安方支店長、栄転おめでとうご 

 ざいます。卓話での「傾聴」置き土産、実践 

 させて頂きます。○宮﨑新支店長は入会式の 

 ときに改めてニコニコしますね。○人吉ＲＣ 

 奨学基金委員会の益々の発展をお祈りしま 

 す。                       

・有村会員 安方支店長大変お世話になりまし 

 た。宮﨑支店長宜しくお願い致します。 

・延岡会員 安方支店長、短期間ではありまし 

 たが、深いおつきあいありがとうございまし 

 た。「えん」での引き継ぎもよろしくです。 

                                       

・石蔵会員 安方支店長、短い間でしたが色々 

 とお世話になりました。今後の御活躍を祈念 

 申し上げます。                        

・井手会員 出張で早退します。ごめんなさ 

 い。安方支店長、短い間でしたがお世話にな 

 りました。ありがとうございました。   

〈Ｒ財団委員会〉 

・丸尾会員 ニコニコカードと同文       

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 本日も米山記念奨学会へ特別寄 

 付をします。                          

・山賀会員 安方支店長のユニークな卓話が心 

 に残っています。ご退任を惜しみ、今後の更 

 なるご活躍とご健康を祈ります。宮﨑新支店 

 長の入会を心より歓迎致します。       

・平田会員 毎回の米山奨学基金寄付します。 

                    

・大野会員 米山奨学基金へ寄付します。 

・安方会員 ニコニコカードと同文      

・丸尾会員 ニコニコカードと同文       

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・安方会員 ニコニコカードと同文      

・葉山会員 ニコニコカードと同文      

・丸尾会員 ニコニコカードと同文      

 

     点 鐘  本田 節 会長 


