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   月 見 例 会 
 

 

点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田文仁ＳＡＡ委員長 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告 

Ｐ２～３  入会式 宮﨑智弘会員 

Ｐ３    地区Ｒ財団・米山奨学合同セミナー報告 

Ｐ４    ゴルフ愛好会ゴルフ表彰 

      ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

      月見会ようす  

   

    会長 本田 節 
 

 本日は恒例の月見例会とい

う事で、ひまわり亭での例会

開催大変お世話になります。 

 昨日はロータアクトの例会

が開催されました。30名程の

参加があり、遠くは大口伊佐のロータアクトの

皆さんにも参加して頂き、大変活気ある例会と

なり本年度の山﨑会長を中心としたアクターの

皆さんの意気込みが見られ、大変嬉しく思って

おります。昨日の例会のテーマは“郷土料理を

学ぼう”という事で、つぼん汁と栗入りお赤

飯、紅白なます、ロータアクト委員会の永尾会

員自慢の自社製のこだわりお漬物での夕食交流

会となり、賑やかに開催されました。以前は、

おくんち祭にはどこの家庭でも作ってお祝いし

たものですが、現在の核家族化の中にあって

は、なかなか作られていない現状もあり、若い

ロータアクトの皆さん達と作るつぼん汁は郷土

料理を伝承するという意味もあり、楽しくそし

て美味しくできました。 

  全ての郷土料理・家庭料理には意味があり、

五穀豊穣への祈願と感謝、地域の平穏無事、子

ども達の成長を願ってなど全てに“祈り”が込

められています。つぼん汁はお祝い事にお客さ

んをもてなす郷土料理なので、具の種類が９品

目という事で特におくんちにちなんだ事もあり

ます。今年度の『ロータリーの友』に“わがま

ちの味”というコーナーがありますので投稿し

たいと思っております。 

 先週の24日土曜日のＩＭ（インターシティ

ミーティング）は、片岡ガバナー補佐主催のも

とに大変充実した内容であり、翌日の５クラブ

親睦ゴルフ大会も大変賑わったお聞きしてお

り、当クラブの優勝おめでとうございます。 

 前田眞実ガバナーの貴重な講演「ロータリー

と共に」というお話は、非常に素晴らしく参加

国 歌  「君が代」            

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 
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した誰もが大変いい講演だったと絶賛されてお

りました。公式訪問とは違って、ロータリーに

ついてのお話よりもガバナー自身の会社経営に

対する事業戦略についてや、入会動機、クラブ

での足跡、地区運営についてお話をされまし

た。職業分類として、アンビシャス国際美容学

校運営となっておりますが、現在美容院22店

舗、理容２店舗、エステが２店舗それにブライ

ダル、福祉関連、人材育成の美容学校という多

岐にわたる経営をなさっており、ガバナーの洞

察力や分析力や先見性ある運営内容に大変感銘

を受けました。その中で印象に残った言葉は

「二兎を追う者は一兎をも得ず」という事で飲

食業やクリーニング業にも進出されましたが、

結局美容関係に絞られたという事です。 

 それから、「人間の差は能力の差ではない、

あるとしたら目標に向けて費やした時間の差と

志の高さである」と言われておりました。まさ

に、社名の通りアンビシャス（志）というよう

に「社名は経営者の思いや理念をメッセージす

るものでなければならない、社名寿命は30年、

店舗名は商品名であるのでサイクルは10年と

段々短くなってきている」というお話でした。

労働環境においては、「モチベーションを上げ

従業員の満足度を上げる事が重要である」と

言っておられました。私にとって大きな学びと

なりました。 

 ロータリー入会の動機は会社関連のロータリ

アンに誘われ“自己研鑽と会社の為”だと思い

入会をし、石の上にも３年という事で、３年間

は真面目に出席しようという事で無欠席であっ

たそうです。各委員長を歴任、各セミナーに出

席、そして地区に出向、クラブ会長歴任を重ね

企業経営もロータリー活動も同じであると気づ

かれたそうです。 

 また、会社経営に成功しているロータリアン

に共通している事は、様々な苦難を乗り越えピ

ンチをチャンスに変えている事であり、常に前

向きであるという事、自分の知らない知識や考

えを素直に聞く耳を持っている事、勉強熱心で

ある事でありそんな人間を志したいと結ばれま

した。まさに頭脳明晰カリスマガバナーと言わ

れる前田眞実ガバナーの情熱ある講演でありま

した。 

 その後、わがクラブの自慢の活動という事

で、私が今年度のクラブ活動方針に沿って自慢

話をさせていただきました。この件につきまし

ては、後日時間がある時、会長の時間に出席で

きなかった会員の皆様に対してお話が出来れば

いいなと思っております。他４クラブの自慢話

をお聞きし、やっぱり人吉ロータリクラブで良

かったと感じました。 

 最後に、本日は肥後銀行の支店長であられま

す宮﨑智弘様の新入開式です。会員一同心より

歓迎申し上げます。人吉・球磨にはとてもご縁

があられます。一緒にロータリーライフを楽し

みましょう。 

 本日は残念ながら満月をめでる事ができませ

んでしたけれども、親睦活動の１つとしての月

見例会を楽しく過ごしていただければ幸いで

す。これで会長の時間を終わります。 

“復古創新60周年を祝い地域に奉仕しよう” 

 
 
（代理）副幹事 石蔵尚之 

 

【連絡事項】 

・人吉市青少年育成市民会議・育成部会より 

 「青少年育成関係５団体交流会」の案内。 

 10月７日（金）18時より丸恵本館。 

 青少年奉仕委員会へ。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ 

 り10月の米山月間にあわせて豆辞典など関 

 係資料。次週、配布。 

・八代東ＲＣ例会変更。職場訪問例会につき 

 10/20（木）１２時半よりヤマハ熊本プロダ 

 クツ八代工場。 

・熊本中央ＲＣ例会変更。10/21例会はチャリ 

 ティーゴルフコンペ。８時スタート、グラ 

 ンドチャンピオンＧＣ。 

 

    委員 片岡啓一 

 

入 会 式 

 

      宮﨑 智弘 会員 

 

新会員紹介      推薦会員 堤 正博 

 

宮﨑智弘（S37.3.17）宮崎県延岡市生まれ 

勤務先：㈱肥後銀行人吉支店 

役 職：支店長 

職業分類：(関連分類)金融  

     (分類)普通銀行 

 

＊届け出欠席  

   青木・有村・原田・葉山・堀川・岩井・川越・小林清 

   小林祐・村山・永尾・内藤・中川・中村・大賀・大野・岡 

   尾上・大久保・新堀・田上         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席），釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；ＩＭ 9/24；新堀・小林清・竹長・中村・青木 

 田上・大賀・山田・大久保・堀川・尾上・内藤・友永・有村 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  58.33％ 

欠 席 者 数 25名  9 / 1 6 出 席 率 75.86％ 

出 席 者 数 34名 補 填 数    14名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率  100％ 
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経歴  

小学5年生のころ父親の転勤で人吉へ転校 

昭和55年3月多良木高校卒業 

昭和55年4月肥後銀行入行(多良木支店へ配属） 

その後６支店(武蔵丘団地、八代、玉名、紺屋

町小峯、大分)を経て本部(融資部)へ5年間転勤 

平成22年7月から銀座通支店長 

平成24年6月から菊池支店長 

平成25年6月から与信統括部 副部長 

平成28年8月29日から人吉支店長 

自宅は熊本市中央区、単身赴任で人吉へ、現在

瓦屋町の肥後銀行社宅 

家族構成；夫人と子供３人（社会人） 

趣味；一応ゴルフ。年に数回しかしない野球 

       （肥後銀行の50歳以上チーム） 

座右の銘；『平凡を目指し、平凡に生きる』 

 

バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 本田 節 
 
入会者挨拶         宮﨑智弘 新会員 

 人吉ロータリークラブ入会のご

承認をいただきありがとうござい

ました。浅野様より入会前オリエ

ンテーションを受けまして、ロー

タリーの目的を理解し、四つのテ

ストを確認しながら取り組んでまいりたいと存

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。宮﨑会員の援

助会員を、推薦人の堤正博会員にお願いする事

に致します。 

 

所属委員会の発表   幹事（代理）石蔵尚之  

 宮﨑会員の所属委員会を発表いたします。 

 前任の安方会員の所属委員会を引き継いで頂

き、クラブ管理運営委員会「親睦委員会」、奉

仕プロジェクト委員会「地域発展委員会」で

す。委員会の皆様宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】 

      委員長 有馬宏昭 

 

 米山記念奨学会・Ｒ財団部門 

    地区セミナー報告 

  

 開催；平成28年9月17日(土)12：30～16：30 

 場所；ホルトホール大分 大会議室 

 

内容 

〔ロータリー財団部門〕 

 ・ロータリー財団の意義と目的の理解 

 ・グローバル補助金留学生の体験報告卓話 

     講師 産業医科大学医学部 

        公衆衛生学 特任助教授  

                     富岡慎一氏 

 ・地区補助金の実例報告 

    熊本西南ＲＣ・中津ＲＣ 

 

〔米山記念奨学金部門〕 

 ・米山記念奨学会の事業の目的について 

   講師（公財）ロータリー米山記念奨学会  

      学務･学友担当 武本泰子氏 

 ・「日本ﾛｰﾀﾘｰの創始者・米山梅吉翁」について 

     地区米山資金推進委員 上林節郎氏 

 ・米山学友会の活動とお知らせ 

   第2720地区学友会 会長 全 紅女氏 

   よねやま親善大学友会 

     副会長 スチッタ・グナセカフ氏 

 ・卓話月間に向けて（米山奨学生代表者発表） 

 

感想と今後の課題 

米山記念奨学委員会とロータリー財団委員会合

同のセミナーであったため、 

１.両委員会の意義や目的について理解が深 

  まった。登録者数250名と大規模でした。 

２.「奨学金は人生を変えます」とおっしゃっ 

  たグローバル補助金留学生の体験談を聞く 

  ことが出来た。一方、派遣と派遣を受ける 

  側双方のクラブの理解度に温度差があり、 

  今後奨学生の立場に立ったフォローアップ 

   の必要性を感じました。 

   また、地区補助金で学童クラブへ図書の支     

   援をなさっている熊本西南ＲＣの活動に賛 

  同しました。 

３.米山学友の発表や、米山梅吉翁の人物像を 

   詳しく知ることで米山奨学会の理解が深 

   まった。 

  ホームクラブ内でも、奨学生の卓話等を実施

することで、活動を身近に感じていただき、

ロータリー財団や米山奨学活動が活発化するよ

うな工夫が必要だと学んだセミナーでした。                             
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【親睦 ゴルフ愛好会】 

    ９月ゴルフ例会成績発表 

 

【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〉 

・堤正博会員 ８月２９日に肥後銀行人吉支店 

 長として来られ、本日入会されます宮﨑智弘 

 さんを紹介します。単身赴任ですのでゴルフ 

 や夜のお付き合いを宜しくお願いします。 

                    

・宮﨑智弘会員 入会のご承認ありがとうござ 

 います。ご指導宜しくお願い致します。 

・水野会員 ＩＭ大成功！皆様のお陰です。 

                    

・石蔵会員 宮﨑支店長ご入会おめでとうござ 

 います。ゴルフも楽しみにしております。 

                    

〈Ｒ財団委員会〉 

・水野会員 ニコニコカードと同文    

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・有馬会員 宮﨑智弘支店長の入会おめでとう 

 ございます。             

・本田会員 本日はひまわり亭での月見例会、 

 大変お世話になります。新会員宮﨑肥後銀行 

 支店長のご入会を心より歓迎致します。 

・板井会員 9月ゴルフの例会で優勝させていた 

 だきました。メンバーの浦田さん、中島さ 

 ん、丸尾さんにはほんとうにお世話になりま 

 した。ハンディーにも大変お世話になりまし 

 たことを付け足しておきます。ありがとうご 

 ざいました。             

・平田会員 毎例会の米山奨学基金に寄付しま 

 す。                 

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 熊本第６グループＩＭゴル 

 フ、ショートホールのワンオンチャリティー 

 として寄付します。          

 

 

        

     点 鐘  本田 節 会長 

 

 

 

 月 見 会 
 

    進行；親睦委員会 

     鳥井正徳委員 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             


