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点 鐘          本田 節 会長  

 

 

 

 

 

 

    

歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 大野ＳＡＡ委員 

 

 

 

 
 
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 

 

         人吉市長 松岡 隼人 様 

 

 

    会長 本田 節  
 

 ２月１日より人吉球磨の春を告げるひな祭り

が開幕しました。平成10年２月に当時ひなの寺

で有名であった相良村の専徳寺をPRして人吉球

磨地域に観光客を誘致しようと、地域全市町村

と民間団体で組織する「ひとよし・くま旬夏秋

冬キャンペーン実行委員会」が企画し取り組み

を始めて20周年の節目を迎えます。これからも

地域全体でもっと素敵なひなまつりを作り上げ

ていかなければならないのではないかと思って

おります。 
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Ｐ１      会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、会務報告、   

      結婚･誕生お祝い 

Ｐ２～４  職業奉仕委員会 外部卓話  

      松岡隼人人吉市長「人吉市の魅力について」 

       ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード             

 また、本日は立春の前日という事で節分の日

であります。どの家庭でも豆まきをされるので

しょうか。１年の厄払いである“鬼は外、福は

内”と１年の平穏無事と地域発展を祈りたいも

のであります。今では商業ベースで恵方巻きが

全国的に広がっており皆様方の今夜の食卓は北

北西を向いて丸ごと頬張る恵方巻きではないか

と思っております。 

 ところで、本日例会のメイン卓話として人吉

市長の松岡隼人様にご来訪をいただき、お話を

していただきます。公務の大変お忙しい中、お

時間を取っていただき会員一同感謝をしており

ます。職業奉仕委員長の小林祐介会員には段取

り等大変お世話になりました。後ほど詳しくご

紹介をしていただきますが少しだけ松岡市長に

ついてお話をさせていただきます。 

 先程、国歌斉唱をし、四つのテスト（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）

を市長も一緒にご唱和していただいているお姿

を見ながら、まさに市長が政治家として大切に

されている事ではないかと感じました。 

 市長は市会議員時代、全国の地域づくりの先

進地へもよく足を運ばれ現場を見、取り組みに

ついて現場の声を聞くという熱心な活動をされ

ておりました。その事が市長を目指すという事

に繋がったのではないかと思っております。 

 昨年の熊本地震による市庁舎の老朽危険度の

中に新しい新庁舎建設に向けてもスタートされ

ており、当ロータリークラブも60周年記念事業

として何かお役に立つものを寄贈できればと実

行委員会でも案を練っております。本日お話し

いただける“人吉の魅力について”というテー

マでまちづくりの思いを聞かせていただき、私

達市民も行政と一緒になって人吉の活性化が計

れれば嬉しいと思っております。 

 私達市民のトップとして職業奉仕の視点で熱

き思いを聞かせていただきます。では宜しくお

願いいたします。 

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「奉仕の理想｣ 
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        幹事 葉山稔洋 

 
 
【理事会の承認事項】 

・台北稻江ＲＣ創立30周年式典に全会員から負 

 担金2000円徴収する事を承認  

・台北稻江ＲＣ創立30周年式典参加に伴う友愛 

 基金使用について承認 

・米山奨学生世話クラブに立候補する事を承認 

・新年度4月からの第3期人吉ＲＣ奨学生の承認

【連絡事項】     

・抜萃のつゞりその76が送ってきましたので配 

 布致しました。  

・3/25の地区大会会場に物産品展示ブース貸出 

 について案内→該当者にお渡しします。 

・人吉商工会議所から創立70周年記念式典参加 

 の御礼状→本田会長へお渡しします。 

・人吉医療センターより広報誌「翔」の１月号 

 が届きました→（回覧） 

・玉名中央ＲＣより週報→（回覧） 

・ロータリー財団及び米山奨学会から特別寄付 

 の領収証が届きました→該当者に配布 

 

 

    委員長 内藤靖雄 

  

 

 

【ローターアクト委員会】  

       委員長 平田フク 

  人吉ローターアクトクラブ 

   ２月第１例会ご案内 

 日時；２月９日(木) 

    19時30分～20時30分 

 内容；『 バレンタイン例会』 

 場所；  ひまわり亭 

  担当：社会奉仕委員会 尾方       

 “フェアトレードについて学ぶ例会です。 

 皆様の参加を宜しくお願いいたします。  

 

 

 

 

【親睦委員会】    委員長 青木一幸 

  

 

 

 

【職業奉仕委員会】 

 

 

      外 部 卓 話 

 

 

 

講師紹介  小林祐介委員長 

 

人吉市長 松岡隼人
まつおか はやと

 

■生年月日 

 昭和52年（1977年）７月２４日 

■学歴・職歴 

  熊本県人吉市立人吉西小学校卒業 

  熊本県人吉市立第二中学校卒業 

  熊本県立人吉高等学校卒業 

  熊本大学教育学部卒業 

  平成１９年人吉市議会議員当選 

  平成２３年人吉市議会議員再選 

  平成２７年人吉市長当選 

■座右の銘 

  謙虚 

■趣味 

  マラソン・読書 

   

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  83.33％ 

欠 席 者 数 10名  1 / 2 0 出 席 率 80.0％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数 0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 80.0％ 

＊届け出欠席  新堀・有馬・漆野・宮﨑・有村・岩下・堀川 

        尾上・板井・外山         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

２月の誕生祝い ２月の誕生祝い  

伊久美 寛志 ５日 山賀 勝彦 ７日 

山口 令二 １６日   

 

 

 

 

 

 

        ２月の結婚記念祝い  ２月の結婚記念祝い   

大久保 勝人 １日 漆野 智康 ７日 

内藤 靖雄 ７日 下田 文仁 １１日 

中村 太郎 １９日 武末 憲一 ２７日 
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  本日は３０分の時間を頂いて

おりますので人吉市の魅力につ

いていくつか取り上げてお話を

させて頂こうと思います。どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

   

 

    人吉市の魅力について（要旨） 

             松岡隼人人吉市長 

人吉市の人口 

現在34,000人弱 10年前35,611人 

今後急速に減少する(予測) 2060年16,440人 

65歳以上の減少はほとんど見られないが64歳以

下が約半数に減少という構成にある。 

日本の人口―2004年の12,784万人をピークに減

少に転じる。今後約100年で半数から1/3程度に

減少すると予測されている。 

 

・これまで日本が経験したことのない状況 

・人口減少社会に対応し交流人口増加を目指す 

 

 ～人吉の魅力～ 
 
人吉の魅力① 

 利他の精神 

 普段の習慣や営み、人と人との繋がり 

例；市内児童生徒の登下校の見守り活動 

 「こども王国保安官 設立10周年」 
 
人吉の魅力② 

 人吉球磨盆地特有の気候と豊かな自然 

例；街中を飛び交う希少野鳥「ヤマセミ」 

 観察することができるのは人吉球磨の豊かな 

 自然の仕組みがあるから 

 人吉を象徴する鳥 
 
人吉の魅力③ 

 日本遺産 

例；漫画作品「夏目友人帳」 

 漫画家 緑川ゆき（錦町出身）による少年と 

  妖怪たちの交流を描く。TVアニメ化 

 景色のモデルに人吉球磨地方が使われており 

 舞台探訪が人気となり、国内のみならず海外 

 ファンも訪れる 

 

 人吉に暮らしている私達にとって日常当たり

前のことが実は特別な宝（誇り）であるという

こと、地域に存在する魅力や価値を知る、宝を

磨く＝誇りを取り戻す＝「外国人に優しいまち

づくりをする」 

 これから発展していくために必要なもの 

 「地域の人たちが地域の誇りを持つ」 

 

最後に 

・誇りを取り戻す 

・連携をする 

 殻を打ち破る、壁を取り除く。たいへん苦手 

 な分野と感じていますが、連携することで新 

 しい価値が生み出されていくと思います。 

・産業化する 

 経済につなげていくこと 

 ロータリーの皆様がお知恵をお持ちだと思い

ますので、様々なことに皆様が取り組んでいた

だければ行政としてもしっかりと支援をしてい

きたいと思っております。 

（本紹介） 
 熊本人吉を舞台にした歴史小説 

 「異風者」「声なき蝉」佐伯泰英(著) 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 松岡市長お忙しい中、卓話をいた 

 だきありがとうございました。今後共健康に 

 ご留意され市民の福祉向上の為ご尽力下さ 

 い。                 

・鳥井会員 市長、有益なお話し有りがとうご 

 ざいました。益々の御活躍をお祈りいたしま 

 す。                 

・堤正博会員 1月29日の人吉商工会議所創立 

  70周年記念式典に於いて表彰を受けましたの 

  でスマイルします。                  

・伊久美会員 2月5日が誕生日です。本日は人 

  吉ＲＣで祝福していただきありがとうござい 

  ました。松岡市長のご来訪ありがとうござい 

  ました。                            

・丸尾会員 人吉市長松岡隼人様、本日の卓話 

 ありがとうございました。       

・大久保会員 ○松岡市長、卓話有り難うござ 

 いました。○結婚記念お祝いありがとうござ 

 いました。              

・高山会員 松岡市長、ご後援ありがとうござ 

 いました。息子と同級生でお互いに剣道で頑 

 張っていました。           

・内藤会員 結婚記念お祝いありがとうござい 
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 ます。                

〈Ｒ財団委員会〉 

・小林祐介会員 本日は職業奉仕の卓話を松岡 

 市長にお願いしたところ快く受けて頂きまし 

 て有難うございました。これからの市長の活 

 躍を祈念致します。                  

・武末会員 結婚記念ありがとうございまし 

 た。忘れてました。                  

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・中川会員 松岡市長、今日は卓話いただきあ 

 りがとうございました。今年5月20日(土)は 

 カルチャーパレスにおいて人吉ＲＣ創立60周 

 年記念式典がありますので出席を宜しくお願 

 い致します。                       

・山賀会員 いよいよ後期高齢者の仲間入りし 

 ました誕生を迎えましたが、本日はお祝いあ 

 りがとうございました。今夜はいただきまし 

 たバスフラワーを浮かべて家内と一緒に入浴 

 したいと思います。                  

・平田会員 毎例会の米山奨学基金の寄付をし 

 ます。                              

・大久保会員 ニコニコカードと同文   

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・浅野会員 松岡市長様、11月21日当社地鎮祭 

 に出席を賜りありがとうございました。完成 

 の折にはご案内申し上げますので宜しくお願 

 いします。                          

・葉山幹事 先日のｆビィズの話にもありまし 

 たが人吉の良いところを“再発見”してゆき 

 たいと思います。松岡市長卓話ありがとうご 

 ざいました。                        

・山口会員 誕生祝をしていただきありがとう 

 ございます。                        

・大久保会員 ニコニコカードと同文   

・ゴルフ愛好会 先週1月28日にチェリー人吉 

 で行なわれたコンペのワンオンチャリティー 

 を人吉RC奨学基金へ寄付します。      

          

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 

  

 

 ～ロータリー情報委員会よりミニ情報～ 

 ポールハリスの訪日 

 

１９３５年(昭和１０年）１月末、クーリッジ号に

乗船し、日本に向かって航行中である旨、電報に

よって連絡があった。当初は、２月初めに横浜着の

予定だったが、天候不良のため順延し、２月９日午

前５時に横浜着。横浜市長、鹿島東京RC会長他多

数の出迎えを受け、横浜のニューグランドホテルで

小憩の後、汽車で東京へ。 

１０時３０分、東京駅に到着。二重橋、明治神宮そ

の他の市内観光の後、午後２時帝国ホテル着。小憩

の後、ホテルの前庭に月桂冠を記念植樹後、芝公園

内の紅葉館で行われた歓迎会に参加。紅葉館の料理

は、全部純日本式であった。歓迎会の後、三越百貨

店、御木本真珠店を訪問。夕刻 帝国ホテルに戻っ

て衣装換え、午後６時より、東京会館４階で行われ

た 東京RC,横浜RC主催の歓迎晩餐会に出席。 
 
 この歓迎晩餐会の模様を原文のままご紹介いたし

ます。 
 
「食堂は、桜咲く隅田川の春景色にしつらい、洋風

の窓や戸は 日本の提灯で隠し、三囲神社を模した

建物まであり、別室では、日本古流の茶室で抹茶の

接待が行われ、一行は この接待に充分満足で逢っ

た。晩餐会はロータリーソング（ROtary my RO-

tary)で始まり、食事中日本の三曲合奏および声楽

家の独唱があり、一方舞台では見事な桜踊りがあっ

た。ポール・ハリスは立って、君が代のオーケスト

ラの演奏の中に天皇陛下の為にトーストを捧げた。 

又日本側からは 東京RCの名誉会員 前首相 斉

藤 実 子爵が 米国大統領の健康を祝し、その間 

米国国家が演奏された。デザートコースに入って 

東京RC会長 鹿島精一が、また横浜RCの副会長ソ

マーラーがそれぞれ会を代表して挨拶し、ついで米

山梅吉が歓迎の挨拶を述べた。これに続いて名誉会

員 徳川公も感想と挨拶を述べ、 次にヒルRI会長

の謝辞があり、最後にポール・ハリスが感激にみち

た挨拶をした。」 

午後９時３０分、東京駅発の夜行列車に乗車、翌朝

７時５０分 京都着（東京ー京都＝１０時間） 

京都ホテルで朝食。車で京阪国道を通り、新大阪ホ

テルへ。午後１時より 京阪神３RC連合の歓迎会

に参加。なお この歓迎会には、京阪神の他、岡

山：門司：名古屋：ハルピン等のロータリアン 

１３０名が参加した。ロータリーソングに始まり、

来賓紹介、村田ガバナーの歓迎の辞の後、ヒルRI会

長、ポール・ハリスの答辞があった。なおヒルRI会

長には七宝香炉、ポール・ハリスにはブロンズの胸

像が贈られた。その晩、神戸よりマニラに向けて出

航した。 

  


