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       会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは、本日は 13

日、今年度13回目の例会となり

ます。 

 先週6日の月見例会には、多く

の皆様に御出席頂きありがとう

ございました。天気予報は雨の

確立が高く、雲も厚く心配しておりました

が、皆様方の日頃の“おこない“のおかげ
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で、りっぱな満月を拝むことができ、なごや

かな観月の会となりました。ありがとうござ

いました。 

  また、御報告になりますが、先週の 10／8

（日）に開催されました第8回「輝く瞳に会い

にいこう」全国大会には、会員の皆様方、全

国よりロータリアン、ローターアクター及び

原田先生の活動に賛同する多くの皆様に参加

頂き、おかげさまで、天音みひろさんのチャ

リティーミニコンサートも含む総額35万程の

アカ族支援金を送ることができました。 

  参加して頂きました方、本を購入して頂き

ました会員の皆様方、誠にありがとうござい

ました。また、講演も好評で、ＲＩの国際奉

仕の目標の一つでもあります識字率向上への

寄与、原田先生御自身のロータリアンとして

の「I save」への想いと実践、また、その積

み重ねによる成果の数々等に触れさせて頂

き、私自身も、また、多くの聴衆の皆様も新

たな感銘、感動を受け、今後のロータアンと

しての奉仕の実践への大きな指針となりまし

た。まさに、「出でて奉仕せよ」の大実践で

あります。 

  さて、本日は、新会員の山本知枝会員に新

会員卓話をして頂きますが、前回の板崎会員

もそうでしたが、自分自身のこれまでの人生

談、職業の話は、御本人にとっても、話しや

すく、また、聴かせて頂く私達にも、大変興

味深く、他の人の生き様を知る事は、年齢、

職業をとわず、私達自身にとりましても、ま

た、同じロータリアンたるその人を理解する

上でも、大変参考になり、また、自分自身の

糧にもなる事だと思います。毎回、毎回の例

会は、まさに「入りて学び」の実践でありま

す。 

  ロータリーをより良く理解する為に、毎例

会、各種事業に参加する中で、「入りて学

び、出でて奉仕せよ」を常に意識して頂き、
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実践して頂きます様、お願い申し上げます。 

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。 

 

 

 

   
 

            幹事  石蔵尚之 
 
（連絡事項） 

・このたび斎藤日早子会員より退会のお申し出

があり、先週の月見例会の中で退会のご挨拶が

ありました。先週お休みの方がいらっしゃいま

すので改めてご報告いたします。 

・熊本東RC、八代東RCより例会取り止め、変更

のお知らせが届いております。→掲示 

・第６回日台ロータリー親善会議（平成30年3

月高雄）のご案内が届きました。→掲示 

・第44回人吉文化祭の茶会（１１月４日）と舞

台芸術祭（１１月５日）の招待券が届いており

ます。希望の方はお申し出ください。 

・地区職業奉仕部門より「ロータリーの目的に

沿った企業経営」「四つのテスト」を実践され

ている会員企業の紹介・推薦依頼が届きました

ので職業奉仕委員長にお渡しします。 

・次年度地区青少年交換留学生の募集が届きま

したので青少年奉仕委員長にお渡しします。 

・２７２０JapanO.KロータリーEクラブ設立記

念の講演会が10月22日ホルトホール大分で開催

されます。→回覧 

・指宿RCより週報が届きました。→回覧 

・２１日の大分南RC４０周年は中川パスト会長

にご出席いただきます。また、２２日はホルト

ホール大分にて職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕

合同セミナーが行われます。岩井委員長、延岡

副委員長、北委員長の皆様にはどうぞ宜しくお

願いします。 

 

      

    委員長  原田知一郎 

【来訪者よりご案内】 

  ＳＫカルデラ男声合唱団演奏会のご案内 

                              馬場貞至 様 

  元会員の馬場でございます。

本日は演奏会の案内とチケット

販売に参りました。人吉ロータ

リークラブの青少年育成プログ

ラムイベントで出演協力いただ

きました男性合唱団ＳＫカルデ

ラの演奏会です。ぜひ御協力を宜しくお願いし

ます。 

       とき；１０月１５日（日） 

             開場１時３０分 開演２時 

       場所；ひとよし森のホール       

       〈出演者〉 岩本康生 ﾃﾉｰﾙ 

                  河野清治 ﾊﾞﾘﾄﾝ 

                  花田 淳  ﾊﾞｽ 

                  馬場貞至 ﾃﾉｰﾙ 

                  馬場敬子 ﾋﾟｱﾉ 

       〈ゲスト〉 佐藤順子 ｿﾌﾟﾗﾉ 

      

 【人吉ＲＡＣ】          会長 久保山慧美     

  日頃から人吉ＲＡＣへ絶え間

ないご支援､ ご指導を賜り、心

から御礼申し上げます。  

  また、昨年当クラブが 「ひ

とよし産業祭」 にてフリーマ

ケットを出店した際は、多くの

品物をご提供いただき誠にありがとうございま

した。おかげ様で10万円を超える額を売上げる

ことができ、①ロータリー財団への寄付 ②熊

本地震で被災した相良神社への募金③人吉ＲＡ

Ｃの活動費に充てさせいただきました。 

  昨年に引き続き、今年も「ひとよし産業祭」

へ出店を考えております。フリーマケットの売

上は、①熊本地震被災地への支援 ②九州北部

豪雨被災地への支援 ③人吉ＲＡＣの活動費に

役立てたいと考えております。詳細な寄付先に

つきましては、被災地のアクターに現状を聞な

がらニーズにあった支援を行いたいと考えてい

ます。こうした出店を通して地域のイベント盛

り上げることで社会奉仕に、また一般の方にＲ

ＡＣ活動を知ってもらうことに繋げたいと思い

ます。 つきましては、お忙いところ誠に恐縮

でございますが、品物提供をご協力を宜しくお

願い申し上げます。 

 

 

 

【ＳＡＡ】               委員長 青木一幸 

  赤い羽根募金と歳末たすけあいチケット購入

のお願いが来ております。購入の方は例会後私

の方までお越しください。 

会   員   数   65名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  74.19％ 

欠 席 者 数 16名  9 / 2 9 出 席 率 61.29％ 

出 席 者 数 46名 補 填 数 3名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 66.13％ 

＊届け出欠席  外山・丸尾・本田・山賀・宮﨑・大久保・安達 

              中川・中村・村山・板﨑・新掘・尾上・和田・渕田 

              小林清 

出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 

＊メークアップ  10/7 地区RA年次大会；永尾  

                10/8 第8回輝く瞳全国大会； 堤脩.和田                     



【雑誌委員会】     紹介者：漆野智康委員長 
       
            
            ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友   

                           １０月号の紹介１０月号の紹介１０月号の紹介   

 

 

 10月は経済と地域社会の発展月間 米山月間 

です。 

横組み 

３ページ RI会長メッセージ 

【ポリオ撲滅にご協力を】 

 10月24日は世界ポリオデーです。年間35万

件だったポリオの発症件数は2017年にはわず

か数件にまで減少しました。しかしまだ「ゼ

ロ」ではありません。 

 ロータリーは今後の３年間で年5,000万ドル

の寄付を約束しています。その２倍の額をゲ

イツ財団が上乗せするそうです。 
 
７ページ 特集米山月間 

【日本と世界を結ぶ人づくり】～ロータリー

米山記念奨学会財団設立50周年～ 

 ロータリー米山記念奨学会は2017年に設立

50周年を迎えました。1967年の設立当時年間

59人だった奨学生は現在約800人、これまで累

計125の国と地域から1万9808人を支援してき

ました。多くの学友たちが日本と世界の懸け

橋となって活躍されています。 
 
20ページから 

 RI指定記事【People of Action】 

～世界を変える行動人～  

 ロータリークラブの活動内容を地域に方々

に紹介するプログラムについて、広告素材が

作成されました。 
  
縦組み 

４ページ【難民問題 今、何が起きているか】  

国際NGO・難民を助ける会理事長 長有紀枝氏  

 難民の定義  

 難民と切り離せない地雷 
 
18ページ 卓話の泉【食育の話】  

2005年｢食育基本法｣の制定。⇒7つの理由とは 

食育の基本は、生活習慣病にならない人々を

育てること 

三本柱 ①バランスのとれた健康的な食生活 

          を実践する能力の育成 

     ②幼い頃からしつけやマナーを身に 

          付ける 

     ③環境や食料、エネルギーの問題を 

          考える力、リサイクルや食料のむ 

          だをなくす習慣を養う 

給食問題より 

 給食費未納問題→義務教育だから払わな 

  い。22億円程の未納金 

 「いただきます、ご馳走様を言わせるな」    

     → 金払ってるんだから・・・ 

ROTARY柳壇より 

＊お酒から薬に代わる飲み仲間  

 神奈川東RC 山木 幹夫氏 

 

 

【プログラム委員会】 
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  皆様こんにちは。８月に入会をさせて頂き

ました山本知枝と申します。本日は貴重なお

時間を頂きありがとうございます。 

  極度のあがり症で人前で話すことが苦手で

すので、お聞き苦しいところがあるかと思い

ますがどうぞ宜しくお願い致します。 

  皆様の前で何をお話すればよいのか大変悩

みました。入会したばかりの私を憶えていた

だくためにも自己紹介をさせて頂きたいと思

います。 

  照れ屋で会話が苦手なものが接客を仕事と

していて不思議に思われるかもしれません

が、小さい頃から仲の良い関係を作るために

はその人の良いところをさがすことだと思っ

ていましたので、無理なくこの仕事を続けて

来られたのかなと思います。 

  １８歳の時この仕事を始めました。最初は

親にベビーシッターと嘘をついて（すぐにバ

レて反省）いましたが、仕事は真面目に頑

張っておりましたので、２０歳の時に雇われ

ママとしてお店を任せていただくことになり

ました。今思うと、ためらいもせず引き受け

てしまうなんて子どもだったと思いますが、

当時の私はどこかやっていける自信があった

のだと思います。 

  お店を任されて４年目、お客様にも恵ま

れ、お店はうまくいっていたのですが、自分

の時間が持てないほどの忙しさでストレスを

感じるようになり、いろいろ悩んだ末、お店

を辞めることにしました。 

  この頃、母が亡くなりました。絵を描くこ

とが得意だった母が、亡くなる少し前に私を

描いてくれました。人吉を出ようかなと話を

していたので、心配してなのか絵の中に小さ

な母が描かれていました。 

  山本知枝会員 

2017年8月25日入会  

  職業分類；酒場 

      [なでしこ] 



  母の死後、急に思い立ち東京へ行きました。

特に目的もなく何日か遊んでいるうちにお金が

底をついてしまい職をさがすことにしました。

接客業なら慣れているし大丈夫だろうと銀座の

お店で働き始めました。 銀座がどういう所か

全く知らなかった私は、場所や人が変わるとこ

んなにも違うのかと衝撃を受けました。 

  日々戸惑いながらも、親切なお客さんや面倒

見のいいお姉さんに接客や心得などを教えても

らい少しずつ仕事を覚えていきました。興味の

あるおもしろい話、昔の銀座の話、景気の話な

どをしている時が一番楽しかったなと思い出し

ます。 

 しばらくして、友人から誘われ福岡のお店へ

移りました。そこでもお店やお客様とのいい出

会いがありました。 

  そして７年前、地元人吉に戻りました。 

  現在は、ご存じの方もいらっしゃるように紹

介制のお店「なでしこ」を営んでおります。 

ロータリー会員のお客様との出会いからこの

ような伝統あるクラブに入会させて頂きました

こともご縁だと思います。皆様との出会いを大

切にしたいと思っております。 

つたないお話でしたが今後ともどうぞ宜しく

お願いいたします。 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 戸髙克彦  

〈ニコニコ箱委員会〉 

・馬場貞至 様（元名誉会員）10/15（日）森の 

  ホールにて２時よりＳ･Ｋカルデラ合唱団の 

  演奏会を開催致します。チケット1500円で 

  す。宜しくお願い致します。          

・有馬会員 ○馬場貞至さん、久保山ＲＡ委員 

  長 ようこそお出でいただきました。 

  ○山本知枝さん新会員卓話お疲れ様でした。 

  私も会員になりたいと思います。            

・井手会長 久保山ローターアクト会長、馬場 

  元名誉会員、ようこそいらっしゃいました。 

  大歓迎いたします。山本会員、新会員卓話あ 

  りがとうございました。              

・石蔵幹事 以前から謎の美女とウワサに聞い 

  ていましたが素顔を垣間見ることができまし 

  たのでニコニコします。              

・堤正博会員 馬場さんの来訪うれしく思いま 

  す。久し振りに迫力ある歌声が聞けてなつか 

  しく思いました。                    

・武末会員 ガバナー訪問の時、歓迎のニコニ 

  コを忘れてましたので今日ニコニコします。 

                                      

・友永会員 山本会員、新会員卓話ありがとう 

  ございました。                      

・片岡会員 公式訪問例会の日、ニコニコ委員 

  の武末会員より再三にわたる催促を受けま 

  した。いたし方なくニコニコいたします。 

                                     

・浅野会員 誕生祝いありがとうございまし 

  た。                               

・戸髙会員 9月は欠席も多く、武末副委員長 

  には大変ご迷惑をおかけ致しましたのでご 

  めんねします。                     

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・片岡会員 ニコニコカードと同文      

 

・渡辺洋文パスト会長より、10月８日に行な

われました 第８回「輝く瞳に会いに行こう」

全国大会の報告  

 

 

          点 鐘  井手富浩 会長 

   

  
 Ｒ情報委員会便り ～ミニＲ情報～ 

 

国際ロータリー会長になった最初の日本人

は、東ヶ崎 潔（73歳） 東京ＲＣ

所属（昭43～44年度ＲＩ会長） 

第60代でＲＩ会長テーマは、     

「参加し敢行しよう」 

 1949年、東京ＲＣに入会。1957

-58年度第355地区ガバナー、1963

-64年度ＲＩ理事。 

 米国サンフランシスコ生まれの彼は、戦

後、ロータリーの先達者・芝染太郎氏と同

じく、Japan Times社長を務めました。国際

基督教大学の創立者の一人でもあります。 

「ジョージ」という名で、世界中のロータ

リアンに親しまれました。 

  

14年後、二人目の会長 向笠広次氏です。 

向笠広次（70歳）中津ＲＣ所属

（昭57～58年度ＲＩ会長） 

第74代ＲＩ会長のテーマは、 

「人類はひとつ、世界中に友情の

橋をかけよう」 

 1982年、ボカラトン国際協議会

で「人類は疑いもなくひとつの家族です。

さあ、皆さん、左右にいるオジサンやイト

コと初対面のあいさつをしてください」と

述べたのは有名。1967-68年度第370地区ガ

バナー、1978-80年度ＲＩ理事などを歴任。

生まれは福岡県の久留米市。 

３人目は３０年後の田中作次氏です。 
 

 


