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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 岩下幸司委員 

 

 
 
 
 
 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

  

          

    会長 本田 節 

 

 今年もいよいよ師走に入り、残すところ１ヶ

月足らずとなりました。 

 先週の早朝例会、先々週の職場訪問例会とい

うことで、久々のあゆの里例会場での開催とな

りました。早朝例会においては、50周年の記念

事業として人吉城歴史資料館の庭園内に建立さ

れた記念碑周りの清掃活動でございました。ま

だ薄暗く大変厳しい寒さの中で会員の皆様には

大変お世話になりました。50周年記念事業は故

石蔵美佐子委員長をもとに建設をされ、目的と

して１つに後世に残るもの、２つ目に地域に役

立つものとして会員全員からのアンケートをも

とに、検討を重ね、人吉球磨地域の観光には欠

かせない郡市のシンボルであり、平成18年には

「日本100名城」に選定された人吉城にふさわし

い石碑を建立されたのでありました。地元産の

自然石にはめ込んだ半永久的な陶板には、当時

の人吉教育長、パスト会長鳥井正徳会員の書で
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告、会務報告 

Ｐ２～３  結婚・誕生祝い、指名委員会報告 

      周年行事参加報告（日田中央・熊本りんどう） 

Ｐ４    新会員卓話（加登住亮会員） 

        ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

 

「日本百名城史跡人吉城（繊月城）」が記さ

れ、当時の人吉城歴史館館長の鶴嶋俊彦氏に江

戸時代の人吉城復元図をもとに史実や説明文を

書いていただいております。現在は鶴嶋俊彦氏

は熊本市において崩壊した熊本城の復元に関

わっておられ、大変素晴らしい熊本を代表する

文化財専門員として、ご活躍をされておりま

す。人吉城を借景とする歴史館前の芝生の中に

建立された石碑は、郡市民はもとより、観光客

の関心を引き、中世城としての保存と活用に大

変役に立っております。今年度の60周年の記念

事業におきましても、会員の皆様の素晴らしい

ご提案を是非お出しいただき、まさに後世に残

るもの、地域に役立つものとしてロータリーの

記念事業にふさわしい事業が成功できますよう

皆様のご協力をお願いいたします。 

 本日は、11月18日の日田中央ロータリークラ

ブ40周年の報告を水野虎彦会員に、熊本りんど

うロータリークラブ10周年の報告を後藤竜一会

員にお願いをしております。 

 熊本りんどうロータリークラブ10周年記念講

演は、演題を「地方から国を変える」という事

で元大阪市長の橋下徹氏の講演でありました。

まず、講演料が200万だったそうです。前金で

受け取られていたそうですが、その後熊本地震

が発生し、その200万円を返納し支援金にまわ

されたようでございます。お子さんが７人い

らっしゃるということもありますが、大阪都構

想の中には200兆円の税金の無駄遣いを無く

し、その予算を子どもと若い世代に教育費とし

て国家予算をつけるべきだと力説されておりま

した。先進国の中で教育予算が少ないのは日本

国だけいわれ、まさに人材育成こそが国の力に

なると言われました。参加したロータリアンや

一般公聴者７～800人は90分の講演に引き込ま

れ、時より大きな拍手もありました。そばで講

演を聞いておられた熊本県知事蒲島郁夫様も秘

書が書かれた挨拶文も読まずに、自分の言葉で

熊本地震の復旧復興の思いを熱く語られまし

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「奉仕の理想」 
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た。お二人とも共通するものが道州制導入につ

いて非常に前向きな事であるということであり

ました。後ほど後藤会員から詳しくご報告があ

ると思います。久々に爽快で興味ある講演会で

ありました。 

 最後に第2720地区本田光廣パストガバナーが

先日66歳にてご逝去なさり、心からご冥福をお

祈り申し上げたいと思います。 

 また本日は、新会員卓話として入会間もない

加登住亮会員にお願いをしておりますので宜し

くお願いいたします。本日も盛りだくさんのプ

ログラムでありますので、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】  

・ひまわり保育園より、園創立40周年を記念し

「現代国際巨匠絵画展」を2/11～13日サンホテ 

 ルにて開催予定。この絵画展開催に対して名 

 義後援依頼の件を承認。  

・人吉商工会議所創立70周年記念誌発行に伴う 

 広告掲載依頼の件を承認。 

【報告事項】 

・2720地区大会3/24・3/25日開催のプログラム 

 概要が届きましたので配布いたします。 

・当クラブの忘年会12/16、新年会1/6にござい 

 ますので調整をお願いします。 

・先月行われましたチャレンジカップ陸上競技 

 大会の出場選手から御礼の手紙が届きました 

 ので掲示板に張ってあります。 

・本田パストガバナーが逝去されましたのでク 

 ラブから志を出しました。 

・第６グループＩＭ報告書を配布しました。 

・各クラブから例会取り止め、変更の案内が 

 届きましたので掲示板に張ってあります。 

【連絡事項】 

 レートが102円から106円に変更  

    

 

委員長 内藤靖雄 

【指名委員会】    委員長 伊久美寛志    

  2018～2019年度人吉RC会長候補選考 

       指名委員会報告 

 去る11月25日開催されました2018-2019年度

の会長候補としまして選考しました結果をご

報告申し上げます。葉山幹事から私に提供さ

れました経歴を紹介致します。 

 氏   名；有馬宏昭会員 

 職業分類；保険代理業 

  ロータリー歴；15年 

  生年月日；1957年1月26日 

  入会年月日；2001年12月14日 

  推 薦 者；堤正博会員 

  学    歴；熊本県立熊本高等学校 

         熊本大学教育学部卒業 

  事業所；㈱トラスト 代表取締役 

  奥様はチエ様、長女里香さん夫婦も人吉に

帰って来られ仕事を手伝っておられます。 

以上のように、有馬会員を推薦し選考委員会

の了解を得て参りましたので報告を致しま

す。 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  委員 下田文仁       

    人吉ローターアクトクラブ 

    １２月第１例会ご案内 

 日時；１２月８日(木)19時30分～20時30分 

 内容；『 クリスマス例会』 

 場所；  ひまわり亭 

  プレゼント交換します！ひとり1000円以内 

 でプレゼントの用意をお願いします。 

 

【親睦 ゴルフ愛好会】  担当 竹長一幸 

 先月のゴルフは雨で中止となりました。 

      １２月ゴルフ案内 

日 時:１２月２５日(日)１０時集合 

 場 所:球磨カントリー倶楽部 
 

      ☆遠征予告☆  

   3月11日～12日大人の修学旅行 

   鹿児島方面を予定しています。 

 

【親睦委員会】 
 

＊届け出欠席  

 大野・堀川・大久保、安達、大賀、田上、山田、有村、尾上 

 中村、新堀、漆野、外山        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；多良木ＲＣ；延岡 

        日田中央ＲＣ40周年；中川 

        熊本りんどうＲＣ10周年；北 

        タイ・チェンライＲＣ例会；渡辺 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除 4名  78.33％ 

欠 席 者 数 13名  1 1 / 1 8 出 席 率 63.33％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数  4名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  70.0％ 

１２月の誕生祝い １２月の誕生祝い  

小林 清市 ９日 浦田 繁喜 １１日 

青木 一幸 ２１日 内藤 靖雄   ２１日 

竹長 一幸 ２６日 山田 仁法 

 

 

 

 

 

 

 

２９日 
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【会員案内】 

 川越公弘会員より、重粒子線治療について  

 説明会のご案内（パンフレット配布）      

 

【行事参加報告】 
 
  日田中央ＲＣ創立４０周年記念式典報告                     

                 水野虎彦 

  11月18日（金）１７時登録受付、出席者は水

野・延岡会員・中島会員・中川会員・井手会

員・片岡会員。元々は４月23日（土）に開催予

定でした。有馬さん・安達さんも４月開催のと

きは参加予定で計8名。因みに人吉ロータリーク

ラブ50周年のときは、日田中央からは４名の登

録。運転は水野、同乗者は中島会員・井手会

員・片岡会員。同乗の御三方より車代を頂きま

した。この場を借りてお礼申し上げます。 

別便 中川会員・延岡会員 計6名参加。 

宿泊 延岡会員・中島会員・井手会員・水野 

４名。片岡会員は急遽ホテルキャンセル 中川

さんとお帰りになりました。登録料は12,000円

と少々お高め。記念講演なし、記念お土産の和

菓子（鮎最中）は緑色で食欲をそそりませんで

したが、食べてみたら美味しかったです。髙め

の登録料で記念講演もなしであれば、おそらく

さぞ料理が豪勢？と思っておりましたが、そこ

そこ豪勢でした。４月だったら行けたのにとい

う有馬さんはルーツが日田で行きたかったと言

われてたので、残念でしたが、有馬さんが欠席

されたので前田眞実ガバナーの背後に立つもの

は無く終始リラックスされておられました。 

 開会の言葉を述べられた副実行委員長の養父

さんは私がRAC在籍の頃、永く地区RA副委員長を

されておられ面識がございました。 

 来賓・参加クラブ紹介 日田中央ＲＣ木下会長

は、来賓紹介のあと大分のクラブを紹介され、

中川さんと「普通熊本からよね」と言っており

ましたところ、とうとう熊本のクラブ紹介せず

に終わり、紹介忘れでございました。あわてて

熊本からの参加クラブの紹介をされました。 

それにしても冊子での来賓紹介もガバナー補佐

の紹介順番が大分を先にして片岡ガナバー補佐

が後だったのはいかがなものでしょうか。批判

めいたことばかり申すようですが、細かいとこ

ろばかり気になります。 

 懇親会最後ではしっかり我が人吉ロータリー

クラブの創立60周年の宣伝をさせて頂きまし

た。私は腹の具合が悪くなり、トイレに行って

おり宣伝に参加できませんでした。日田中央の

養父さんは、４月開催予定だったとき人吉から

８名の登録に「なんで人吉からこんなに？」と

不思議がっておられましたが、最後の人吉ロー

タリークラブの60周年宣伝で腑に落ちたので

しょうか。帰り間際「水野君、ちょっとちょっ

と・・・」人吉の60周年当日は日田で大きな祭

りがあって、登録人数はあまり期待できないと

の由。おそらく官民一斉に盛り上げるような祭

りがどこにもあります。そういった性質のもの

かと思いますが、布石を打たれてしまいまし

た。あとは２次会に宿泊組で （延岡 井手 

中島 水野）日田中央のスポンサークラブの日

田RC、地区委員の方々などと交流して参りまし

た。ホテルの部屋へ戻って３次回、朝８時出発

で人吉へ昼前に到着しました。 

 

 

 熊本りんどうＲＣ１０周年記念式典参加報告 

                 後藤竜一 

 先般、11月23日勤労感謝の日に熊本りんどう

ロータリークラブ10周年記念式典に参加してま

いりましたのでご報告申し上げます。先程の会

長の時間にて本田会長よりほとんどお話があり

ましたので、私からは若干の補足説明程度とな

るかと思いますが、ご容赦お願いいたします。  

 今回の式典には本田会長、片岡ガバナー補

佐、中川会員、井手会員、小林会員、平田会

員、渡辺会員、岩下会員、後藤の9名で参加いた

しました。 

 熊本りんどうロータリークラブは拠点が益城

町にあり、会員の皆様も熊本地震の多大な影響

を受けておられました。そんな中で会員自ら復

興支援にご尽力された内容、また全国のロータ

リーの方々より多数の支援があったとの紹介が

あり、非常に感銘を受けました。 

 式典に先立って行われた記念講演では、先程

会長のご紹介のとおり橋本弁護士、前大阪市長

が登壇されました。90分間、700～800名の聴衆

を引き込む魅力には感動すら覚えるものでし

た。会長のお話に付け足すとすれば、憲法改正

の話がありました。現在自民党政権での改憲論

議は9条がメインとなっているかと思います。私

の認識もそうでした。日本国憲法の第8章に地方

自治が定められています。これが現在の中央集

権体制につながるものだとの事でした。結果、

橋本氏、維新の主張である「地方から国を変え

る」道州制を実現するためには改憲が必要との

事でした。 

 まだまだ他にも多数すばらしい話がありまし

たが、限られた時間、私の話術では伝えきるこ

とが出来ません。今後彼の話を聞く機会があれ

ば、是非ご聴講をお勧めいたします。つたない

報告で申し訳ありませんが、これで終わらせて

いただきます。 

        １２月の結婚記念祝い  １２月の結婚記念祝い   

葉山 稔洋 １日 伊久美 寛志 ３日 

友永 和宏 ４日   
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【プログラム委員会】 
 
     新会員卓話   

              加登住 亮会員 

              2016年11月11日入会 

  

 この度、入会させていただきあ

りがとうございます。ご紹介いた

だきました加登住亮と申します。

仕事はあいだこども園に勤務して

おり、年齢は43歳。結婚していま

す。入会にあたり少し緊張してい

ました。しかし、本日もＪＣや消防団、地域の

活動等いろんな場所で既にご縁を頂いている方

も多数おられて安心しました。また妻は小学校

の教諭で、そちらの方でもご縁を頂いているよ

うで有難く思っております。 

 今日は、皆様にあまり馴染みのない「認定こ

ども園」についてお話をいたします。国の施策

で平成27年度から教育と保育を一体的に提供す

る施設としての認定こども園がスタートしまし

た。仕事のあいだこども園も、平成27年度、あ

いだ保育園から名称を変更し、幼保連携型認定

こども園としてスタートしています。人吉市内

では、さざなみ保育園、せん月保育園、中原保

育園（平成27年9月より）、人吉こども園（旧み

どり保育園）も同様です。 

 今まで就学前の子どもたちが通うのは、主に

幼稚園と保育園でした。この二つに、認定こど

も園を加えた三つの形となり少し混乱されるか

もしれません。幼稚園と保育園のわかりやすい

違いは主に午前中の幼稚園と一日の保育園であ

り、教育の幼稚園と福祉の保育園としてスター

トしている点です。認定こども園は幼稚園と保

育園、両方の要素を持った施設だと思っていた

だければ理解しやすいかも知れません。 

 ここで、保護者にとってわかりやすい点を２

つご紹介します。１つ目は、色んな働き方のご

家庭に対応しやすくなったことです。保育園は

両親とも働いているご家庭だけ（2・3号認定）

でしたが、そうでなくても満３歳を迎えたら（1

号認定）大丈夫です。（1号認定はお預かりの基

本時間が幼稚園と同じようになります。） 

２つ目は福祉としての施設であると同時に、学

校としての施設も兼ねるようになっています。

保育の中に教育がより明確に求められるように

なっています。 

 最近、たびたび聞かれるようになりました。

新しい就学前の施設の在り方ですが、覚えてい

ただければ大変ありがたいです。 

 制度は変わりましたが「子どもたちのために

なるか」を第一に考え、保育をすることは少し

も変わっていません。今後とも地域の中で必要

とされる園であり続けたいと思っております。

本日はこのような機会をいただきありがとうご

ざいました。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

     

【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〉 

・石蔵会員 加登住会員、新会員卓話ありがと 

 うございました。改めてこども園について知  

 ることが出来ました。                

・延岡会員 加登住君、入会おめでとうござい 

 ます。忘年会でもバイオリンよろしく。新年 

 会での奥さん（たかちゃん先生）同伴よろし 

 く。                                

・葉山幹事 結婚記念をお祝い頂きありがとう 

 ございました。昨夜は熊本で今月第1回目の忘 

 年会をしておりました。              

・井手会員 有馬会員、次々年度会長への選考 

 結果、おめでとうございます。私も次年度へ 

 向って、身の細る思いで準備します。 

・浦田会員 誕生祝いありがとうございまし 

 た。 

・小林清市会員 誕生祝ありがとうございまし 

 た。                                 

・竹長会員 誕生のお祝いありがとうございま 

 した。                               

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・本田会長 加登住会員の早速の新会員卓話あ 

 りがとうございました。“三つ子の魂百ま 

 で”と言われているように重要なの幼児教育 

 に益々ご尽力下さい。                 

・友永会員 結婚のお祝いありがとうございま 

 した。29年になりました。      

・延岡会員 ニコニコカードと同文     

・葉山幹事 新会員卓話を早速して頂きありが 

 とうございました。バイオリンは次回かな？ 

                    

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・中川会員 加登住さん、卓話ありがとうござ 

 いました。他ロータリークラブからの誘いを 

 やめて人吉ＲＣに入会頂き重ねてありがとう 

 ございます。葉山幹事のやさしいおどしを受 

 け入れて戴き重ねて重ねてありがとうござい 

 ます。いっしょに頑張っていきましょう。 

                   

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会員 ニコニコカードと同文   

 
 
 
     点 鐘  本田 節 会長 
 

 

   


