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点 鐘           本田 節 会長  

        

歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子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 

                          優良職員表彰 被表彰者 １１名 

 

             会長 本田 節  
 

 本日は、大変嬉しいことがあります。それは熊

本銀行の人吉支店長・馬氷慎哉様が新会員として

ご入会されることになりました。心より歓迎いた

します。馬氷支店長は地元人吉市出身でありまし

て、私の親戚にもなります。後ほど推薦者の堤正

博会員より詳しくご紹介をさせていただきます

が、ゴルフの腕前はプロ級というお話しでありま

す。馬氷支店長におかれましては交流と親睦を重

ねられ、益々のご活躍を祈念し一緒にロータリー

ライフを楽しみましょう。 

 さて、４月16日熊本市熊本県民交流会館パレア

において、職業奉仕研修セミナーが開催されまし

た。高山泰四郎ガバナーエレクト、職業奉仕研修

委員長が職業奉仕に対する基本的方針でもある

「４つのテスト」はどのようにして生まれたのか

という講話からスタートしました。 

  創案者のハーバート・テーラー氏は1954年から

55年度RI会長で、シカゴのロータリークラブ会員

でありました。彼は1932年（39歳）の時、倒産寸
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、入会式 馬氷慎也会員  

Ｐ２～４  優良職員表彰 12名（1名欠席） 

               Ｒの友4月号紹介 

           ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

前の会社再建を任された時、その１つの方策とし

て従業員のモラル向上の方法として、“言行はこ

れに照らしてから”の「４つのテスト」を作りま

した。以来、創案は改変され現在の４つのテスト

をRIでは職業奉仕に相応しい職業倫理訓として認

めています。ロータリアンの「行動指針」として

奉仕部門全てにおいて、なくてはならないものと

考えられるようになったということであります。

是非、ハーバート・テーラー氏の「我が自叙伝」

は氏の感動的な人生と「職業奉仕の神髄」が書か

れているということで、ロータリアンの皆様には

是非読んでいただきたい素晴らしい著であるとお

話しがありました。私も是非購読してみたいと

思っております。 

  また、職業奉仕部門長の大森克磨氏はロータ

リーの第二の標語“最もよく奉仕するもの、最も

多く報われる”と題し講話されました。この標語

がなぜ金看板と言われるかを説かれました。ロー

タリーの創始者であるポール・ハリスの語録の中

に「社会に役立つ人間になる方法は色々あります

が、最も身近でしばしば最も効果的な方法は間違

いなく自分の職業の中にあります」とあります。

ロータリーは社会貢献を活動の１つとする団体で

ありますが、ポール・ハリスはロータリアンがそ

れぞれの職業を全力で務めることが社会貢献の最

も身近で効果的な方法であると述べているとお話

しされました。 

  本日は2016～2017年度優良職員表彰式がありま

すが、９事業所から推薦された12名の皆様こそそ

れぞれの職業を全力で務められていることが社会

貢献として素晴らしいということと重なると思い

ます。皆様には後ほど表彰状と記念品を贈呈させ

ていただきます。 

  日頃より誠心誠意職務に専念され、企業発展の

為にご尽力いただいていることに心より敬意を表

し皆様方の益々のご健勝をご祈念し、お祝いの言

葉としたいと思っております。ご尽力いただいた

会員の皆様を始め、職業奉仕委員長の小林祐介会

員や副委員長の原田知一郎会員には大変お世話に

なりありがとうございました。 

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 
 

・人吉市みどり推進協議会の通常総会の案内が届 

  いておりますので本田会長にお渡し致します。 

・2020年日本のロータリー100周年に関するアン 

  ケート協力のお願いが届いておりますので片岡 

  ガバナー補佐にお渡し致します。 

・2018-19年度地区委員会部門長選任承諾のお願い 

  が届いております内容は中川会員を選任したい 

  との事です。 

・水俣ＲＣより5/2の例会取り止め   

・八代東ＲＣ5/19の例会変更のお知らせが来てお 

  ります。  
   掲示板に貼っておきますので確認ください。

   
    
    副委員長 川越公弘 

 
入 会 式 

      馬氷 慎也 会員 
 

新会員紹介      推薦会員 堤 正博 
 
氏  名 馬氷慎哉 

生年月日 1971年(昭和46年）4月2日(46歳） 

勤務先 株式会社 熊本銀行人吉支店 

学  歴 人吉高校、熊本学園大学経済学部卒 

職  歴 平成7年4月宇土支店、健軍.人吉支店. 

.福岡営業部.八代支店（副支店長）.営業推進

部、福岡銀行（出向）. ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部.人吉 

支店（支店長） 

家  族 父親が人吉在住です。 

趣  味 ゴルフ 釣り（海） 

馬氷慎哉さんは地元人吉の出身で銀行内部でも大

いに期待される人材です。ロータリー会員も親し

くお付き合いいただき、ぜひ仕事の面でもご協力

いただければと思っています。宜しくお願いしま

す。趣味のゴルフは趣味を超えプロ級です。ロー

タリーのプロゴルファーもぜひ一緒にプレイを楽

しんで下さい。 

 

バッチ贈呈と歓迎の言葉  会長 本田 節 
 
入会者挨拶        馬氷慎哉 新会員 

 伝統ある人吉ロータリークラブに入会をご承認

いただきありがとうございました。また、ご推薦

いただきました堤様をはじめ、入会手続きにご尽

力いただきました皆様、そして入会にご同意いた

だきました会員様に改めまして御礼申し上げま

す。私は、中原小学校、二中、人高と生まれも

育ちも根っからの人吉人です。4月3日付け人事

異動で人吉支店に着任致しました。実は人吉支

店は9年ぶりとなります。大好きな人吉の発展の

ために金融機関として出来ることを、皆様と協

力しながら精一杯頑張っていきたいと思いま

す。ご指導ご鞭撻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。馬氷会員の援

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 葉山稔洋 

 馬氷会員の所属委員会を発表いたします。 

 前任の大野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は「ＳＡＡ」、奉仕

プロジェクト委員会は「米山記念奨学委員会」

といたします。委員会の皆様宜しくお願いしま

す。 

 

【職業奉仕委員会】 

 

                2016-2017年度  

            優良職員表彰式 

                     

          進行；  委員長    小林 祐介 

                       副委員長 原田知一郎 
   
 長きに亘って職場に貢献していただいておら

れる優良職員１２名の皆様、本日はおめでとう

ございます。 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  83.33％ 

欠 席 者 数 10名  4 / 1 4 出 席 率 84.75％ 

出 席 者 数 49名 補 填 数 3名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 89.83％ 

＊届け出欠席  内藤・戸髙・後藤・中村・宮原・堀川・小林清 

                尾上・村山・丸尾・友永                     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

 地区研修協議会；安達・延岡・水野            

  犬童 公子 推薦 堀川匠太会員 

   ㈱技建日本    総務・経理・事務 

   勤続年数：３１年２ヶ月 

技建日本の暁星期から今日まで、家庭と仕事を両

立させ、他の職員の模範となり、今もなお会社に

とって不可欠の人材であります。 

  田原 剛志 推薦 堤正博会員 

    繊月酒造㈱   製造 

   勤続年数：１０年 

平成19年4月入社、入社以来製造スタッフの一員と

して本格米焼きづくりに取組んできている。誠

実・勤勉で前向きな姿勢は大いに評価できるもの

です。能力、態度、実績からして優良職員として

十分に資格を有しております。 
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  赤池 輝樹 推薦 小林祐介会員 

㈲ライオン会館小林商事    店長 

   勤続年数：１６年２ヶ月 

平成26年から店長として活躍しています。個人の能

力だけでなく、チームワークを大切にし、スタッフ

から信頼も厚い店長です。 

  永田 文恵 推薦 高山征治会員 

   ㈱お茶の五木園   店頭販売 

   勤続年数：１４年５ヶ月 

13年前、ご主人を亡くし、当社に勤めながら三人の

子育てに頑張り、明るくお客様に接待してきて頂

き、当社の支店梅花庵発展に尽くして頂きました。

本当にありがとう。 

  越替 賢一 推薦 延岡研一会員 

   人吉電気工事㈱   電気技術員 

   勤続年数：３７年 

昭和55年入社以来、一貫して九州電力㈱の発変電工

事部門に従事しています。37年という長きにわたり

培われた技術力は、後輩社員の模範となり、目指す

べき先輩像として存在感を示しています。平成28年

7月発変電課長に就任し、社内のみならず取引先で

の信頼感も高め、会社に多大な貢献をしています。  

  尾方 昭憲 推薦 延岡研一会員 

   人吉電気工事㈱   電気技術員 

   勤続年数：２７年６ヶ月 

平成元年入社以来、一貫して九州電力㈱の発変電工

事部門に従事しています。また近年では発変電部門

のみならず、1級施工管理技士や消防設備士といっ

た特殊な資格を取得し、弊社の幅広い業務活動を支

える貴重な人材として、社業の発展に多大な貢献を

しています。 

  久保 義一 推薦 延岡研一会員 

   人吉電気工事㈱   電気技術員 

   勤続年数：２４年７ヶ月 

平成4年入社以来、一貫して九州電力㈱の発変電工

事部門に従事しています。発変電工事に関する技術

力もさることながら、豊富な知識と現場代理人とし

ての現場統率力、後輩指導力は定評のあるところで

あり、会社の発展に多大な貢献をしています。 

  内布 正光 推薦 中川貴夫会員 

 ㈲人吉球磨車輌整備工場  自動車整備士 

   勤続年数：７年４ヶ月 

入社以来、率先して社員をまとめ、お客様からも信

頼を戴き、現在、工場長として頑張っています。 

  橋口  洋 推薦 外山博之会員 

 医療法人 愛生会   医事課 

   勤続年数：５年 

永年に亘り、医事課職員として勤務しており、現在

は、医事課長として愛生会外山病院並びに外山内科

の医事課部門の管理をおこなっている。勤務態度も

まじめで職員の信頼も厚く、愛生会にとって、なく

てはならない人材である。 

  中村 義紀 推薦 外山博之会員 

 医療法人 愛生会   企画・情報管理室 

   勤続年数：１２年 

永年に亘り、企画・情報管理室長として、愛生会グ

ループのＩＴ部門の（電子カルテ・医事システム・

介護システムの保守管理等）、管理をおこなってい

る。勤務態度もまじめで職員の信頼も厚く、愛生会

にとって、なくてはならない人材である。 

  松﨑 加予子 推薦 有馬宏昭会員 

   ㈱トラスト       経理・事務 

   勤続年数：１０年８ヶ月 

平成18年8月の代理店設立以来、経理・総務責任者

として多方面にわたる事務処理を担当。的確な事務

と明るく丁寧な対応で、取引先にも信頼され、社業

の発展に多大の貢献をして頂いております。 

  犬童 由美 推薦 平田フク会員 

日本生命保険相互会社人吉営業部  事務職 

   勤続年数：１６年１０ヶ月 

人吉営業部の事務を17年近く勤務、温厚で優しく、

事務的には生き字引の存在であり、職員たちには陰

となり日向となり面倒見も良く、人吉営業部には無

くてはならない人ですので推薦します。 
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【謝辞】      人吉電気工事㈱  越替賢一 様 

 12名を代表しましてお礼を申し上げます。 

 今年60周年を迎えられた伝統ある人吉ロータ

リークラブ様よりこのような名誉ある表彰を頂き

心より感謝申し上げます。私たち12名はそれぞれ

の職務に邁進してきました。本日の受賞はその結

果であるということを受け止め、今後一層精進を

重ねてまいる所存でございます。本日は誠にあり

がとうございました。 

 

【雑誌委員会】 

       ロータリーの友４月号の紹介 

                             原田知一郎会員 

      

【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〉 

・馬氷慎哉会員 この度入会させて頂きます馬氷 

  です。今後とも宜しくお願い致します。会の発 

  展、人吉の発展のために一生懸命頑張りたいと 

  思います。                            

・本田会長 本日の優良職員表彰をご受賞されま 

  した皆様に心より敬意を表し、益々のご活躍を 

  ご祈念致します。馬氷支店長のご入会を歓迎致 

  します。                              

・葉山幹事 馬氷会員の入会を祈念し、また前任 

  の大野支店長の栄転を祝してニコニコします。 

  12名の優良職員の皆様、受賞お目出とうござい 

  ます。                      

・高山会員 今日の優良職員表彰に当社の永田さ 

  んが表彰を受けました。有難うございます。新 

  茶がはじまり本日は残念ながら欠席ですみませ 

  ん。本人も残念と思います。有難うございまし 

  た。                                 

・有馬会員 優良職員表彰として我社の松﨑加予 

  子社員を表彰いただきありがとうございます。 

                                       

・延岡会員 本日は我社の精鋭3名の表彰をして 

  いただきありがとうございました。3名の今後 

  益々の活躍を期待します。              

・小林祐介会員 我社の赤池君の優良職員表彰あ 

  りがとうございました。                

・外山会員 優良職員表彰ありがとうございまし 

  た。当法人から2名表彰して戴きました。  

・石蔵会員 優良職員の皆様おめでとうございま 

  す。今後も益々のご活躍を祈念申し上げます。 

  馬氷支店長ご入会おめでとうございます                                         

・伊久美会員 越替君、尾方君、久保君の3名を 

  表彰していただきましてありがとうございまし 

  た。馬氷支店長の入会、歓迎いたします 

 ・井手会員 馬氷支店長、ご入会おめでとうご 

  ざいます。またありがとうございます。今後共 

  宜しくお願い致します。優良職員表彰を受けら 

  れた皆様おめでとうございます。        

・堤正博会員 本日熊本銀行新支店長の馬氷さん 

  の入会の紹介をします。人吉出身の支店長で 

  す。ロータリーははじめての入会です。宜しく 

  お願いします。我が社の田原君が優良職員とし 

  て表彰を受けました。ありがとうございます。 

  繊月や川辺の製造で頑張っています。    

・大久保会員 地元出身の馬氷熊本銀行人吉支店 

  長、ロータリー入会おめでとうございます。宜 

  しくお願いします。優良職員表彰者の皆さんお 

  めでとうございます。                  

・漆野会員 馬氷支店長入会おめでとうございま 

  す。歓迎申し上げます。               

・浅野会員 馬氷会員入会おめでとうございま 

  す。ゴルフ誘いますのでお付き合い下さい。   

                                       

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 我が社の内布正光工場長を表彰して 

  戴きありがとうございます。今日表彰されまし 

  た皆様おめでとうございます。さらなる貴社の 

  発展のためにご尽力くださいます様にお願い申 

  し上げます。                          

・渡辺会員 馬氷様ご入会おめでとうございま 

  す。優良職員の皆様おめでとうございます。 

                                       

・葉山幹事 ニコニコカード同文         

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山幹事 ニコニコカードと同文       

・中川会員 馬氷支店長入会おめでとうございま 

  す。心より歓迎いたします。           

・伊久美会員 ニコニコカードと同文     

・渡辺会員 Ｒ財団カードと同文         

・有馬会員 ニコニコカードと同文       

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 馬氷支店長の入会おめでとうござい 

  ます。                                

・堤修会員 馬氷会員ご入会おめでとうございま 

  す。                                  

・葉山幹事 ニコニコカードと同文       

・大久保会員 ニコニコカードと同文     

・漆野会員 ニコニコカードと同文       

・ゴルフ愛好会 ワンオンチャリティーを人吉RC 

  奨学基金へ寄附します。                    
 
  
         点 鐘  本田 節 会長 


