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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

            

 

    会長 本田 節 
 

 先日の16日人吉ロータリークラブチャレンジ

カップ陸上競技大会が開催されました。 

  前日の大雨で多良木町総合グラウンド陸上競

技場での開催が心配されましたが、早朝７時よ

りグラウンドの情況を把握する為に待機されて

いた、社会奉仕副委員長の延岡パスト会長や、

早朝熊本の自宅から駆けつけて下さった村田会

員の情熱のもと雨も上がり、盛会に無事終了い

たしました。 

 今年はロータリー財団100周年という事もあ

り、地区財団の補助金を活用しての開催であ

り、また、人吉ロータリークラブ60周年記念事

業の１つでもありました。多良木ロータリーク

ラブ、人吉中央ロータリークラブからの多くの

ロータリアン皆様のご協力により、そして郡市

の陸上競技協会と多くの関係団体、そして当ク

ラブの会員ロータアクトの皆様のご協力に心よ

り感謝申し上げます。 

 まさに本事業の目的である、地域で共に暮ら
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す知的障がい者、発達障がい者の生き甲斐やり

甲斐を応援し、地域の皆様の交流を通して障が

い者と家族への理解を深めようと、社会奉仕委

員会企画として社会奉仕の一環であります。

ロータリークラブの公共イメージアップと認知

度向上の為にも大変意義がある大会でありまし

た。人吉新聞社の石蔵会員には昨日の人吉新聞

紙上に記載していただき、大変感謝申し上げま

す。後ほどスライドショーでその時の写真を見

ていただき、競技の詳細についてもお話したい

と思います。 

 

 ところで、いよいよ創立60周年記念行事実行

委員会第１回立ち上げ会が10月19日ひまわり亭

において開催されました。 

 中川貴夫実行委員長を中心とし、戦略委員会

そして６つの委員会の総務・会場・式典・祝

宴・記念事業・記念誌、記録の委員長、副委員

長さんにお集まりいただき、それぞれの役割分

担の確認や活動内容、予算編成等に関するお話

がなされました。今後、各委員の皆様にもご検

討していただく事になりますので、どうぞ宜し

くお願いいたします。 

 それから、昨夜、国際奉仕委員会の家庭集会

をあゆの里で開催していただきました。 

 具体的には、創立60周年記念式典における韓

国慶山ロータリークラブと台北稲江ロータリー

クラブを招待する件や、稲江ロータリーとの第

４次姉妹締結調印式の件、そして来年の２月21

～23日までの、台北稲江ロータリークラブ30周

年記念式典参加への具体的な打合せを開催して

いただきました。有村委員長の方から詳細はま

た改めてご報告があると思います。 

 私の方は昨夜、当ロータリークラブの方にご

案内があった駐ポルトガル日本大使館の東大使

が人吉入りされておりまして、歓迎会が開催さ

れましたのでそちらの方にロータリーの代表と

して参加させていただきました。 

 人吉と姉妹都市であるアブランテス市が市制

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「それでこそロータﾘー」 
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100周年を迎え、その中でアブランテス市に貢献

した100団体及び個人の１つとして人吉市が表彰

され、今般その伝達に人吉市を訪問されたので

ありました。東大使は、経済関係強化にも関心

が深く、文化交流や人的交流はもちろんの事、

今後は経済交流を強化したいというお話をさ

れ、今後ますます人吉市とポルトガルの友好を

深めていきたいとお話をされました。大変球磨

焼酎をおいしいと言われ、お酒とお話が進みま

した。５大奉仕の１つでもあります国際奉仕と

して交流を深める事ができ、大変有意義な時間

でありました。 

 本日は、経済と地域社会の発展月間という事

もあり、入会間もない肥後銀行人吉支店長の宮

崎智弘会員に早速卓話をお願いいたしました。

お話の内容は、肥後銀行の歴史や、九州地銀の

情況等大変為になるお話ですので楽しみにして

おいて下さい。では宜しくお願いいたします。

これで会長の時間を終わります。 

 
 
   幹事 葉山稔洋 
 

【理事会の承認事項】    

 NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委員会 

 が多地区合同奉仕活動であることを承認しま 

 した。 

【連絡事項】     

・熊本県青少年健全育成県民フォーラム開催の 

 案内が届きましたので漆野青少年奉仕委員長 

 にお渡しいたします。 

・明日22日の玉名ＲＣ開催されます規定審議会 

 報告・管理セミナーに参加の方はすみれホー 

 ル駐車場に８時集合、出発しますので宜しく 

 お願いします。また、玉名ＲＣ創立50周年記 

 念式典だけに参加される３名の皆さんは14時 

 の点鐘に間に合うようにお願い致します。 

・ガバナー月信バナー月信Vol.4 配布します。 

・来年3月24日25日開催2720地区大会パンフ 

 レットが届きましたので配布します。 

 

 
   委員長 内藤靖雄      

  人吉ローターアクトクラブより 

  フリーマーケット商品提供のお願い 

             会長 山﨑祥功                                        

 先週、おいてアンケート用紙並

びに平田アクト委員長から会員の

皆様へお知らせいただきましたよ

うに、11月12～13日、ふるさと歴

史の広場で開催される「ひとよし

産業祭」にてフリーマーケットを出店いたし

ます。本日は商品提供のお願いに来ました。

ご連絡いただければ取りに伺います。ロータ

リアン皆様のご協力を宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

【報告】          会長 本田節   
    平成28年10月16日（日） 
    ロータリー財団100周年記念 

    人吉ＲＣ創立60周年記念 

    人吉ＲＣチャレンジカップ陸上競技大会 

               会長 本田 節 

＊届け出欠席  

   武末・高山・有村・延岡・戸髙・中村・大野・小林清 

   田上・大賀・堀川・新堀・尾上         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；国際奉仕家庭集会；宮原 

        チャレンジカップ；片岡・和田・竹長・下田 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除 4名  77.97％ 

欠 席 者 数 13名  1 0 / 7 出 席 率 79.66％ 

出 席 者 数 46名 補 填 数    5名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  88.14％ 
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【プログラム委員会】 

 

 
 
 
     新会員卓話                        

                    

                    

 

 

  肥後銀行の宮﨑でございます。 

  あらためまして、入会へのご承認ありがとう

ございました。 又、早速、卓話の機会をいた

だきましてありがとうございます。前任の安方

から話は聞いていましたが、こんなに早くくる

とは思いませんでした。着任して早１ケ月半を

過ぎたところでございますが、正直なかなかや

る事が多く、準備が充分ではありませんでした

ことを前もってお詫び申し上げます。 

 昨年当行は創立90周年を迎えました。当行が

鹿児島銀行と経営統合して設立しました九州

フィナンシャルグループが今年の10月１日で創

立１周年でしたので、肥後銀行の歴史や現在の

金融界でおこっている金融再編（地方銀行やメ

ガバンク）のことなどを簡単な資料を使いなが

らお話したいと思います。 

  本日は豆知識として聞いていただければ幸い

です。 

 

１．肥後銀行の歴史 

 明治11年に、肥後銀行の前身行である「宇土

第百三十五国立銀行」が創設。翌年４月に宇土

町に開業。明治29年に、来民銀行、人吉銀行と

合併し「九州商業銀行」に、さらに大正7年に

「熊本銀行」に改称。 

 大正１４年に、熊本・飽田・植木の三行が合

併し、「肥後共同銀行」を設立、この年を当行

創立の年としています。昭和３年に肥後銀行へ

商号変更。 

 ここで人吉銀行とありましたので、調べた

かったのですが時間が足りませんでした。しか

し、当行の前身の一部は人吉銀行であったこ

と、昭和６年に安田銀行人吉支店を譲り受けて

いること、昭和20年には筑邦銀行人吉支店と多

良木支店を譲り受けていることから、人吉球磨

地区は重要な地区だったんだなと思います。 

 

 前身行設立時に活躍した方が上羽勝衛という

人物です。 

上羽勝衛（うえば かつえ）宇土出身 

明治４年 熊本洋学校教授 

明治６年 熊本県で最初の小学校教科書を編纂 

     著述出版 

明治７年 熊本師範学校教師県庁に入庁、県学 

     務課長 

明治12年 宇土・下益城郡長に就任 

明治14年 山鹿・山本・合志・菊池郡長に就任 

明治20年 菊池書籍館の設置を県に要望し実現 

明治23年 宇土で自助株式会社社長に就任 

明治24年 宇土第百三十五国立銀行頭取に就任 

明治25年 鶴城学館館長に就任 

明治34年 経済界の混乱により銀行破綻し、 

     一切の役職を辞任 
 
（鹿児島銀行） 

大正３年 南薩銀行との合併により設立 

              （前身銀行） 

昭和19年 同行、鹿児島貯蓄銀行、第百四十七 

    銀行の３行合併、鹿児島興業銀行設立 

昭和27年 鹿児島銀行へ改称 

 

２．九州地銀の状況 

 九州・沖縄の地銀は21行 

 それに加え、信用金庫は29金庫ある 

宮﨑智弘会員 

  2016年9月30日入会  

  職業分類；普通銀行 

   ㈱肥後銀行人吉支店 
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 （熊本は、熊本信金、熊本第一信金、中央信 

  金、天草信金） 

全国的に人口減少の中で金融機関は過剰な状況 

３．地方銀行、メガバンクの状況 

４．主な地銀再編の動き 

５．全国の金融機関 

６．今後の展開予想について 

 ・地方銀行の再編が止まらない 

 ・九州もどうなるのだろうか 

 ・広域連合も出てくるのでは？ 

 

 

 

【寄付カード】 ニコニコ箱副委員長 高山征治 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・石蔵会員 宮﨑会員、貴重なお話ありがとう 

 ございました。次回、人吉銀行のお話を楽し 

 みにしています。           

・渡辺会員 宮﨑会員入会おめでとうございま 

 す。早退します。           

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・友永会員 新会員卓話ありがとうございまし 

 た。                 

・渡辺会員 ニコニコカードと同文     

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会長 本日は宮﨑会員の卓話ありがとう 

 ございました。今日の経済と地域発展委員会 

 にちなんだ話でよかったです。         

・平田会員 毎例会の米山奨学基金に寄付いた 

 します。                              

・渡辺会員 ニコニコカードと同文      

 

    

    点 鐘  本田 節 会長 

 


