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  皆様こんにちは、秋雨前線

の影響で、ぐずついた天気、

むし暑い日が戻ってきまし

た、引き続き体調管理に御注

意下さい。 

  さて、本日８日は、サンフランシスコ平和

条約調印記念日です。1951年のこの日、1945

年８月15日の敗戦により連合国より、占領統

治された日本国が、48ヶ国と平和条約を締結

し、国家としての主権を回復した日です。ま

た、同時に、アメリカ合衆国と日米安全保障
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条約にも調印し、経済、軍事共に、国際社会

に正式に復帰した節目の日です。 

  この大きな節目を超えて、日本の戦後復興

が、本格的に開始され、いろいろな問題は、

当然内包しながらも先人の皆様のたゆまざる

努力により、現在の繁栄につながっていると

思います。国も色々な組織もロータリーも同

様だと思います。多くの節目を乗り越えなが 

ら、原点を見失わず、先人の努力に感謝しつ

つ、進化（より良き変化）を繰りかえし続け

て、後に伝えて続けてゆくことが大事な事だ

と思います。 

  この後、有馬ノミニーより、合同セミナー

の報告と、来週の戦略計画担当例会に向けて

の御依頼があると思いますが、人吉ＲＣの

「より良き変化」の為、皆様方のご意見、ア

イデアを頂きたいと思っております。 

  また、本日は、新入会員の板崎幸範会員に

新入会員卓話を行って頂きますが、自分自身

の事、自分の職業についての話は、新米会長

の私の話などより、興味深く、楽しいお話が

聞けるものとたいへん期待しております。 

  また、後半には、渡辺公共イメージ委員長

より、本年10月８日(日)に当「あゆの里」で

開催されます、第８回「輝く瞳に会いに行こ

う」全国大会について、御案内頂きます。後

程、当大会の実行委員長の渡辺パスト会長に

詳しく説明して頂きますが、当地区永田ガバ

ナー、岡村パストガバナー、RI2730地区 長峯

パストガバナー等、全国のロータリアン、地

区ローターアクター、都城ＲＣのインターア

クター達が集まる、過去最大規模の大会にな

る模様です。より多くの人吉ＲＣの会員の皆

様にも御参加を頂きたいと思います。 

これで、会長の時間を終わります。ありがと

うございました。 
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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

  
    会長の時間 

  幹事報告、出席率報告、会務報告 

    新会員卓話 板﨑幸範会員 

    公共イメージ委員会担当例会 

    第8回「輝く瞳に会いに行こう」案内 

    ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ   

                              本日の進行 



      幹事  石蔵尚之 

 

（連絡事項） 

・例会変更のお知らせ。八代南ＲＣより。 

  →  掲示 

・指宿ＲＣ、八代ＲＣより会報。→回覧 

・ガバナー月信が届きましたので各テーブル 

  に配布しております。 

・人吉市共同募金委員会よりおくんち祭りに 

 おける街頭募金の協力依頼が届きましたので 

 堀川地域発展委員長へお渡しします。 

  

 

     委員長  原田知一郎 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  副委員長 水野虎彦 
  
           ９月 第１例会 案内  

    日 時； ９月１４日（木）19：30～20：30 

    内 容；『認知症について』  

    場 所； ひまわり亭 

  第２例会は２８日スポーツパレスで「大ジェ

ンガ大会例会」の予定 

 

【管理運営委員会】 

 管理運営･公共イメージ･会員増強合同セミナー      

                 報  告 

              委員長  有馬宏昭   

 日 時：平成29年９月２日13:00から16:00まで 

 場 所：ホルトホール大分 

        大会議室および10の会議室で実施 

 参加者：７５クラブ 290名の会員の登録 
 

  人吉ＲＣからは、会員増強

アドバイザーとして、中川貴

夫パスト会長、地区クラブ奉

仕委員会委員 延岡研一パスト

会長、井手富浩会長、石蔵尚

之幹事、有馬宏昭の５名参加。 開会、参加者

紹介の後、永田壮一ガバナー挨拶。前田眞実副

ガバナーから2007年度導入されたＣＬＰ（クラ

ブリーダーシッププラン）の前後での第2720地

区の組織の相違点を解説していただきました。

昨年の規定審議会にて与えられた柔軟性は決し

て楽をすることでなく、柔軟性はクラブが活性

化するための最善手をクラブで判断出来ること

ですので、クラブの発展のための方法を戦略委

員会を設置して議論していただきたいという内

容でした。木下修地区クラブ奉仕委員長からク

ラブの戦略計画について塚本 侃(つよし)規定審

議会特別委員会委員長から クラブ運営の現状

について アンケートを基に解説がありまし

た。 

      

【プログラム委員会】 
 
      新会員卓話 
 
              板﨑幸範会員 
              2017年8月25日入会  

                   職業分類；土木 

                         [㈱田代産業開発] 
 

  まずは、自己紹介と生い立ち

の話をして現在の仕事の話をし

たいと思います。 

 私は、昭和49年３月８日に球

磨村一勝地の板崎地区にて長男

として生まれました。 

  生まれてすぐに親父の仕事の

都合で八代市で５歳まで過ごし、その後、板崎

地区に帰って来て成人するまで過ごしていまし

た。小学校は一勝地第一小学校、中学は球磨中

学校、高校は球磨工業高等学校機械科を卒業し

ました。幼少期の頃は、人見知りの恥ずかしが

り屋で大人しい子供でした。 

 高校を無事に卒業して東京のキャノンに就職

しましたが、仕事内容が肌に合わずすぐに辞め

て地元に帰って来ました。それから暫くふらふ

らしていた時に、縁あって熊本三菱自動車人吉

営業所に就職しました。 

  まずは、整備の仕事を６年ほどやって、その

後、営業の仕事を経験させてもらいました。こ

の時期の経験が仕事に対する姿勢や、私の人見

知りで口下手な性格を大きく変えてくれる事と

なりました。 

  三菱自動車に入り、20歳の時に結婚をして、

翌年には長女が生まれました。23歳の時に現在

住んでる球磨村総合運動公園横に家を新築しま

して移住して来ました。 

 26歳の時に三菱自動車を退職して現在の田代

産業開発に入社しました。この年に、長男が生

まれ、翌年には次女が生まれました。 

会   員   数   66名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  77.42％ 

欠 席 者 数 14名  8 / 2 5 出 席 率 79.37％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数 0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 79.37％ 

＊届け出欠席  新堀・本田・青木・渕田・岩井・外山・下田 

              加登住・内藤・小林清・宮崎・尾上・村山・漆野     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

 



 入社して営業をと言われましたが、土木の

経験も無く全くのド素人だったので、まずは

現場を経験したいとお願いして現場作業に従

事してました。 

 我が社の仕事は、土木と言っても法面工事

に特化してまして、災害で崩れた斜面や危険

な法面などをコンクリートやモルタルを吹付

けを行う仕事になります。ロープにぶら下が

り斜面の立木や草などを伐採して人力での掘

削などほぼ人間の手による作業になります。

法面の整形が終わったら、金網を張りその後

に吹付作業に移ります。吹付の際は、埃にま

みれ汗だくになりながら過酷な状況での作業

をやってました。 

 現場作業を３年ほど経験したところで、い

よいよ営業にと言う事で、色んな出ごとに顔

を出すようになりました。 

 この頃からゴルフも本格的にやるようにな

り、最初は色んな先輩方に高い授業料を払

い、熱心な指導の下にゴルフの腕も上達を遂

げました。飲み会も多く、毎日のように仕事

と言っては飲みに出ていました。嫁に蹴られ

たのもこの頃の出来事だったと思います。 

 景気も悪くなる一方で、仕事の確保が大変

な時期で様々な経験をした30代だったと思い

ます。 

 36歳の頃に、球磨村の教育委員にとの話が

来て、周りに心配されながら、２期８年務め

させてもらいました。教育委員とは何かもわ

からず就任し、ちょうどその年が球磨村の小

学校統合問題で揺れている時で、住民説明会

等に出席し意見を求められたり、大変な時期

でした。元々、一番下の子が義務教育を終え

るまでとの約束で引き受けてたので、昨年の

２期目の満期で退任致しました。 

 仕事の方では、39歳の時に先代の社長より

会社を譲り受けて、有限会社から株式会社田

代産業開発としました。仕事の内容的には、

数年前から会社の運営等も任されていた事も

あって、さほど変わりは無かったのですが、

責任の方が肩に重くのしかかって来た事を実

感しました。 

 現在の建設業界は人手不足でもあり高年齢

化をしていのですが、幸いにも我が社は、人

手不足はあるものの平均年齢が40歳ぐらい

で、若い社員が多く、私としてはやり易い環

境にありました。しかし、皆さんも同じだと

は思いますが、人を使う難しさが一つの課題

となっています。それを何とか打開すべく、

定期的に飲み会をやってみたり、最近では、

魚釣りに社員を連れて行ったりしてコミュニ

ケーションを取るようにしています。 

 私生活では、２年前に長女に子供が生まれ

て、41歳でおじいちゃんになり、先々月に２

人目の孫も生まれました。これからは、ひ孫

の顔を見るまでは、健康に気を付けて、仕事

に遊びに励んでいこうと思います。 

 

【公共イメージ委員会】   委員長 渡辺洋文 
 
○My Rotary 登録状況   

  現在、My Rotary登録申請済みの方は、青

木・浅野・原田・加登住・小林清一・村田・

永尾・中村・斎藤・新堀・武末・戸高・塚

本・浦田・山賀・山田 です。 Eメールをまだ

受け取っていない場合は、スパムメールまた

は迷惑メール用のフォルダに誤って処理され

ていないかどうかをご確認ください。  

  メールが見つからない場合は、受信ボック

スが受信容量を超えていないことを確認し、 

また受信可能リストに

「donotreplytst@rotarymailings.org 」 

を追加してください。この作業を行った後、

改めて手続きを行っていただきますようお願

いいたします。  

  登録の際には、パスワード設定の条件に

従ってください。また、セキュリティのため

の質問への答えは４文字以上としてくださ

い。 

 ６名増えて、現在14名。20％は越えてると

思いますが、まだまだ50％には程遠いので、

ご協力お願いします。 

 

○第８回「輝く瞳に会いに行こう全国大会」 

  in KUMAMOTO HITOYOSHI 案内 

  そもそも「輝く瞳に会いに行こう全国大

会」って何？と思われてる方が多いと思いま

すが、時間もたっぷりありますので、その辺

の経緯からご説明したいと思います。 

  ４年前僕の会長年度で、識字率向上支援を

タイ国チェンライ県ワビイ村にある少数民

族、赤族の子供寮「夢の家」へ雨除け屋根付

き渡り廊下の支援を人吉ロータリークラブと

して行った事に始まっています。 

 その時のエピソードが原田義之氏の新刊、

「続・輝く瞳に会いに行こう」に書いて有り

ますので、読んでみたいと思います。皆さん

も是非買って読んでいただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   僕が何故国際奉仕をしよ

うと思ったのかと言う事です

が、23歳から25歳の３年間を

海外で暮らしていた時にいろ

んな国を旅して、いろんな国

の人と話をする中で、日本で

は考えられないような所が有る、例えば人身売

買で売られていく子供がいるとか餓死して死ん

でいく子供たちが沢山いると言う事を初めて知

りました。 

  ちょうどその頃、日本はバブルの走りで、い

けいけどんどん浮かれまくってました。その両

方の現実を見た時に何かが間違ってると思った

んですね、今でも日本は中国は別にしても、ア

メリカに次ぐ経済大国である事は間違いないと

思います。その日本が国際奉仕をしないで何処

がするんだと言う思いがありました。 

  先月、米山の学友会が熊本で開催されました

が、米山も色んな批判も有るとは思いますが、

大勢の学友が世界中に散らばって日本のことを

正しく伝えてくれれば、それはとても日本に

とっていいことだと思います。 

  海外に行くと、日本食ブームで日本食レスト

ランが沢山有りますが、ほとんどの店の経営者

は中国人か韓国人です。なんちゃって日本食で

す。あんなのが日本食だと思われたらかなわん

なーと思います。 

  今後ますますグローバル化していく中で、世

界で日本の地位や立場を上げていく為にも、国

際奉仕がまだまだ足りないんじゃないかと僕は

思います。 

と言う事で、第８回「輝く瞳に会いに行こう」

in kumamoto hitoyosiに参加登録よろしくお願

いします。 

 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 武末憲一  

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 板﨑会員、新会員卓話ありがとう 

  ございました。山本会員もうすぐですよ、 

  準備をおねがい致します。          

・石蔵幹事 板﨑会員、入会早々に卓話をあり 

  がとうございました。おじいちゃんには驚 

  かされました。                    

・後藤会員 板﨑会員、新会員卓話ありがとう 

  ございました。ご苦労さまでした。  

・延岡会員 板﨑君、卓話お疲れ様でした。孫 

  の話しの時が一番の笑顔でした。今度は法 

  人会の入会届をお持ちします。      

・戸髙会員 職業奉仕のため早退します。 

  板﨑君楽しい卓話ありがとう。      

 

          点 鐘  井手富浩 会長 


