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点 鐘          本田 節 会長 

           
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 水野ＳＡＡ副委員長 

 

 

 

 

 

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 
 
             立山商店  立山まき子 様     

 

   

 

 

 

       会長 本田 節  

 
 

  春本番となり今日は３月３

日、まさに上巳の節句おひな

まつりであります。まさに時

を得て本日ご来訪をいただい

ております、立山まき子様に

人吉球磨のおひなまつりにつ

いての卓話をお願いしてあり

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   

Ｐ２～４  外部卓話「人吉球磨は、ひなまつり」 

       20周年を迎えて 立山まき子様 

        ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード     

 まき子様は皆様も良くご存じの元会員の立山

茂氏の奥様であられます。人吉市鍛冶屋町にあ

る今年創業140年を迎える老舗「立山商店」の

女将、鍛冶屋町おひな通り実行委員、また人吉

市内の宿泊施設などで作る観光地域おこし組織

「刻（とき）の会」の事務局を務めるなど地域

づくりに尽力されております。今月の広報「お

人よし」でも素敵な笑顔で紹介されておりま

す。英語が堪能なまき子さんは今増加してい

る、訪れる外国人観光客（インバウンド）にも

対応されており、お店の日本庭園を楽しんでい

ただいたり、お茶の入れ方講座や工場見学、着

物の着付体験とおもてなしに力を注いでおられ

ます。自然豊かで歴史のある人吉球磨は外国人

にとっても魅力ある地域だと力説されておりま

す。どうぞ皆様楽しみにしていて下さい。 

 まさに春の訪れと共にやってくるのが、JR九

州が熊本－人吉で明日４日から始める観光列車

「かわせみ・やませみ」の運行がスタートしま

す。３往復するという事でとても今後が楽しみ

な観光列車でございます。車両は壁や床、天

井、テーブル、カウンターなど随所にはヒノキ

やスギを使用されており、まさに森林の中に居

るような空間です。当ひまわり亭においては、

土日祝日限定で販売する弁当と郷土料理のつぼ

ん汁を提供させていただく機会をいただきまし

た。 

 焼き鱒の甘露煮や野菜の煮しめなど郷土色満

載の地元のお母さん達で作る地産地消のお弁当

であります。球磨焼酎も販売されており、球磨

川の風景を堪能しながら楽しんでいただける片

道２時間の列車の旅は、これからの人吉球磨の

活性化に繋がるものとワクワクしながら楽しみ

にしております。どうぞ会員の皆様も乗車され

てみて下さい。 

 本日は盛りだくさんのプログラムですので、

これで会長の時間を終わります。 

 

 

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「我等の生業｣ 
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   副幹事 石蔵尚之 

 

【理事会の承認事項】 

・本日１２時より第１４回理事会を開催致しま

した。当初計画しておりました３月３１日の花

見例会は会場のご都合により、４月７日に変更

することとなりました。石亭の館様の会場に変

更はございません。 
 
【連絡事項】 

・３月のガバナー月信が地区ＨＰに掲載されて 

 おります。 

・熊本県広告景観向上推進協議会よりリーフ 

 レットが届きましたので回覧いたします。 

・日本看護学校協議会共済会発行の機関誌 

 「ウィルネクスト」が届きました。この中 

 に、水野会員の奥様・加代子様のお姉様で熊 

 本市立熊本市民病院産婦人科主任の本田菜穂 

 子様が熊本地震についてインタビューに答え 

 られていますのでご覧ください。回覧致しま 

 す。 

・連絡とお願いです。地区研修・協議会は４月 

 ９日（日）に熊本学園大学で開かれます。対 

 象者の皆様にはご案内を差し上げております 

 が、申込締め切りが近づいておりますので後 

 ほど出欠の確認をとらせていただきます。 

【例会変更】 

・人吉中央、熊本中央、八代南、熊本東、八代 

 東、熊本西の各ＲＣより例会変更、中止のお 

 知らせが届いておりますので掲示します。 

 

   副委員長 川越公弘 

 

 

【60周年実行委員会】   委員長 中川貴夫 

   60周年キャラバン参加について説明 

 

【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 

     ３月第１例会のご案内 

    日時；３月９日(木) 

       19時30分～20時30分 

    内容；『 グループワーク例会』 

    場所；  ひまわり亭 

     担当：クラブ奉仕委員会  

 第２例会は２３日19時20分～「松岡人吉市

長の卓話を予定しています。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 

 

 

【プログラム委員会】 

   

    外 部 卓 話 

 

 

講師紹介 本田 節会長 

 
 

   立山 まき子 様 
  
 元会員 立山茂氏の妻 

 鍛冶屋町にある今年創業 

 140年を迎える老舗「立山

商店」の女将。 

 鍛冶屋町おひな通り実行委

員、また人吉市内の宿泊施設

などで作る観光地域おこし組織「刻（とき）の

会」の事務局を務めるなど地域づくりに尽力さ

れている。 

     

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  75.0％ 

欠 席 者 数 15名  2 / 1 7 出 席 率 71.67％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数 4名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 78.33％ 

＊届け出欠席  新堀・北・葉山・大野・宮﨑・中村・浅野 

  田上・尾上・和田・内藤・外山・加登住・小林清・村山         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ 台北稻江ＲＣ30周年式典；岩井・岩下 

        人吉ＲＡＣ例会；永尾・武末     

３月の誕生祝い ３月の誕生祝い  

石蔵 尚之 ２日 外山 博之 ６日 

有村 隆徳 １２日 中島 博之 １７日 

宮﨑 智弘 １７日 岩下 幸司 ２０日 

後藤 竜一 ２４日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ３月の結婚記念祝い  ３月の結婚記念祝い   

外山 博之 ３日 有村 隆徳 ２６日 

増田  力 ２９日 宮原 和広 ３０日 
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     「人吉・球磨はひなまつり」  

    はじまり～２０周年を迎えて (要旨） 

                                立山 まき子 

平成10年＜はじまり＞ 

ひな寺として知られる専徳寺には長女の誕生を

期に30年かけて集めてこられたたくさんのひな

人形が展示されており、平成10年にエージェン

トとタイアップして売り出したところこれまで

の10倍の観光客25,000人が来るようになった。

それから観光のオフシーズンと言われる冬場２

月３月の集客を高めるため専徳寺をメイン会場

に郡市内３１施設にひな人形を飾る。 

 

平成11年＜人吉温泉さくら会＞ 

人吉温泉の活性化を目指し結成された温泉旅館

女将の会さくら会は、昼食として「おひな御

膳」2500円を開始。（翌年はワンランク上のお

ひな会席も始める）また、3月3日は女子の入浴

料無料が始まる。 

 

平成12年＜ひなの国九州協議会＞  

全国からひなまつりで観光客を呼び込もうと九

州の10会場（日田、八女、佐賀、柳川、うき

は、鹿児島、中津、飯塚、臼杵、人吉）で設

立。ひなまつりイメージの東北から九州に向け

たい。飯塚の人形研究家の瀬下麻美子先生にご

協力を頂く。 

 

平成14年＜オープニングメイン人間ひな＞ 

ひなまつりオープニングイベントに「人間ひ

な」登場。埼玉県岩槻市の人形の東玉から衣装

を借り市職員がひな人形に扮し人吉クラフト

パークでお出迎え。この年から五日町、鍛冶屋

町が参加。東小生徒の作ったひな人形を通りに

飾る。多良木町えびすのびる会が「ひなまつり

散歩道」と題し多良木町商店街にディスプレイ

を始める。 

 

平成15年＜着物ぶらり歩き＞ 

着物を装いおひな通りを散策する「着物ぶらり

歩き」を九日町通りの女性が中心となって開

催。その後ぶらり歩きから、舞妓さん体験、お

いらん道中へと発展していきます。 

 

平成16年＜春のイベント盛りだくさん＞ 

この年から神城の森「福助館」が参加。人吉温

泉マラソン大会（初開催）や人吉梅まつり、そ

して相良三十三観音めぐり、春の一斉開帳、春

はかけ足でやってきます。 

 

平成17年＜ウンスンカルタ・絵手紙＞ 

悪天候、たいへんな吹雪でオープニングの九日

町札の辻にある夫婦えびす神社から急遽まるさ

だ跡のおひな庵に移動。おひなウンスンカルタ

マスターズ大会が初めて開催される。人吉温泉

さくら会が始めた絵手紙は全国から716通の応募

がありすばらしい作品が集まる。 

 

平成18年＜メイン会場14カ所を決定＞ 

人吉クラフトパーク 

相良村専徳寺 

錦町神城の森 福助館 

九日町通り、五日町通り、鍛冶屋町通り 

五木村かやぶき民家 

山江村歴史資料館、山江温泉ほたる 

山江村物産館ゆっくり 

球磨村ふるさと振興センター 

湯前町の湯～とぴあ 

多良木町商店街 

あさぎり町ポッポー館 

 

平成19年＜お休み処設置＞ 

西九日町のおひな本舗、東九日町のおひな庵に

お休み処を設置。球磨村では展示場を一勝地駅

に移し村民のひな人形を展示。 

 

平成20年＜10周年記念：広がる催し物企画＞ 

九日町ＹＯＫＯの会によるフリーマーケット、

着物ぶらり歩きなど色々な催しが企画され大い

に盛り上がった。 

 

平成21年＜3/21ＳＬ復活＞ 

人間ひなを一般公募し、菊池の新婚さんが選ば

れ話題に。3/21ＳＬ復活運行に賑わう。 

 

平成23年＜東日本大震災＞ 

くま川鉄道ＫＵＭＡカフェ始まる。 

3/12「10周年 雅の賑い」は前日3/11東日本の地

震で中止。 

 

平成24年＜ご当地キャラ集合＞ 

人吉駅でオープニング。ゆるキャラ大集合 

人気くまモンと五木ちゃんの内裏びなが大人

気。大雨でしたが元気一杯くまモン体操。 
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平成26年＜多良木町オープニング＞ 

昭和初期に建てられた交流館石倉にひな人形を

一堂に展示。入口に花餅を飾り華やかなオープ

ニングとなる。 

 

平成27年＜雪の市房 水上村オープニング＞ 

水上村はこれまで２月中旬から桜祭りまでの期

間でしたが延長して実施。雪の市房山が優美な

すばらしいオープニングでした。この年から

ホット梅酒のふるまいが始まる。 

 

平成28年＜免田駅ポッポー館オープニング＞ 

あさぎり免田駅のポッポー館でオープニング。

人吉五日町では「五日町マルシェ」始まる。牛

深市よりハイヤ節、物産展・イベントを行う。 

 

 

＜平成29年 20周年さらに活気を増す！＞ 

 ２０周年記念のオープニングは人吉鍛冶屋町

公園で行なわれました。テーマ「日本遺産の里

のおひなまつり」として詩吟に合わせた日本舞

踊と民謡でオープニングを進め、人間びなに

は、男雛に地域活性化に役立つ活動に取り組ん

でいる人吉高校の男子学生が、女雛には球磨商

業高校で日本遺産モデルツアーや震災後のボラ

ンティアツアーを作って地域づくりに貢献して

いるメンバーの女子高校生に扮してもらい、た

いへん盛り上がりました。 

 

 今年1月都内で一番人気のある最大級の雛人形

展、目黒雅叙園「百段雛まつり」に～九州ひな

紀行Ⅱ～として九州７県の伝統あるお雛さまが

集いました。人吉球磨からはあゆの里・立山商

店のおひな人形、そして多良木の2ｍ花もちが頂

上の間に飾られています。目黒雅叙園の方より

人吉のおひな様は大変好評です、と聞いており

ます。（1/20～3/12会期） 

 さて、明日３月４日から「五日町マルシェ」

が始まります。そして観光列車「やませみかわ

せみ」が人吉へやってきます。合わせて駅前で

はイベントがございます。大人気の着物ぶらり

歩きはこれまでにない広がりをみせ、錦町で結

成された「着物女子会」の皆さんにご協力をい

ただき各所のイベントを盛り上げていただきま

す。オリンピア駐車場とつぼやさん横駐車場で

はマルシェを、毎年お世話になりますあゆの里

さんの旧館入口駐車場ではステージイベントが

計画されています。ぜひ着物でお出かけくださ

い。記念撮影のサービスもございます。 

 

 最後になりますが、鍛冶屋町のお話をさせて

ください。鍛冶屋町は県から予算をいただきま

したので、今年飾りつけを増やして会場を華や

かにしました。また、鍛冶屋町ホームページを

作ってイベント情報の発信も始めました。2015

年にオープンした鍛冶屋町通り世界一小さな美

術館「チョビット」にも雛人形を飾っておりま

す。 

 今年もぜひ「人吉球磨はひなまつり」会場を

ご覧いただきお楽しみください。本日はありが

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〉 

・本田会長 まきちゃん、本日はお忙しい中、 

 卓話を引き受けて頂きありがとうございま 

 す。これからも益々素敵にご活躍下さい。 

                   

・石蔵会員 お忙しい中、快くお引き受け下さ 

 りありがとうございました。今後もまきちゃ 

 んらしく元気一杯頑張って下さい。  

・井手会員 マキちゃん、卓話ありがとうござ 

 いました。同級生です。       

・伊久美会員 80年代、70年代の夫婦で稻江ク 

 ラブ30周年に参加いたしました。寄る年波 

 には勝てず同行者に御迷惑をかけました。 

                    

〈Ｒ財団委員会〉 

・武末会員 風邪で2週間例会を休みました。 

 メークアップはアクト例会でしております。 

                   

〈米山記念奨学委員会〉 

・平田会員 毎例会の米山奨学基金を寄付しま 

 す。                

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

 


