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       会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは、御来訪者

の御紹介を致します。本日、

当クラブの大事な恒例の行事

となっております地域発展功

労者表彰の本年度被表彰団体

となられました相良藩「吉

組」様より、主宰の線香屋の定吉こと住吉則

昭様です。また、協力者の方々で、「吉組」

組員と言ったら語弊があるかもしれません

が、合田香様、高橋敏幸様、磯崎聡子様、横

瀬安代様の５名の皆様です。本日はようこそ
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おこしくださいました。ありがとうございま

す。 後程活動内容を御話し頂きます。宜しく

御願い致します。それでは続けて、会長の時

間とさせて頂きます。 

  さて、明後日２２日(日)は衆議員選挙投票

日です。前の例会でも申し上げましたが、日

本国がより良く変化する為の大事な節目の日

だと思います。国民の権利、義務としての投

票を御願い致します。また当日は、大分での

地区の職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の合同

フォーラムがあり、当クラブで協賛しており

ます、日本遺産巡り、サイクリングひとよし

球磨の開催、日曜日という事で、「吉組」さ

んも大忙し、郡市のイベントが目白押しと

なっており、時間がとれない方は、カル

チャーパレスの１階で期日前投票を御願い致

します。選挙公報のようになって申し訳あり

ません。 

  そしてまた、台風２１号が接近していま

す。進路予測によれば、大きな影響はないと

は思いますが、22日夜半から23日にかけて、

充分な備えを御願い致します。 

  さて、本日はロータリーの奉仕の一部につ

いて、お話をさせて頂きます。 

  ロータリークラブには、金銭寄付の面か

ら、ロータリー財団という基金があり、その

活用によって、ポリオ撲滅とか、識学率向上

とか、貧困、健康対策という 全世界でのグ

ローバルな活動展開がありますが、これは、

ただお金を寄付するという事ではなく、そこ

には、必ずロータリアン自身の時間、汗、身

銭を切る事が伴います。 

 「出でて奉仕せよ」の実践です。 

  また、日本独自の米山記念奨学会は、50周

年を迎え、世界125ヶ国より20,000名弱の奨学

生を受入、奨学金を出してまいりましたが、

これもただ、お金を拠出するという事ではな

く、ロータリアン自身もカウンセラーとし
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て、奨学生と深く関り、その将来において、国

と国とのかけ橋となり、日本にとっても、その

母国にとっても、有能で徳のある人材を輩出す

る事が目的です。 

  ロータリーの奉仕の理念の中に「もっとよく

奉仕するもの、もっともよくむくわれる」があ

りますが、この「むくわれる」という部分は、

決して金銭的なものだけではないと思います。

「利他の精神」 「世の為、人の為は、自分の

為になるという好循環」 「他者の為に何かを

尽くすということが、結果的に自分の幸福につ

ながっていくという幸福論」組織も個々人もこ

の様な目的を持ち、実践していく事は難しい事

ですが、大事な事だと思います。多分 相良藩

「吉組」の皆様も自分自身の時間と身銭を切っ

て、またそれを楽しんで実践されているのだと

思います。本日はその活動に学ばせて頂き、応

援をさせて頂きたいと思っております。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） 

・人吉ＲＡＣの久保山会長よりお知らせが届き 

  ました。認知症になっても安心して暮らすこ 

  とのできる町づくり「Run伴（とも）」とい 

  う活動が全国各地で展開されており、１１月 

  には人吉でも開催されます。アクトクラブは 

  社会奉仕活動の一環として準備に取り組んで 

  おり、当クラブ会員の皆様にも参加依頼が届 

  きました。→回覧 

・同じく、地区ローターアクト年次大会のお礼 

  が届いております。→掲示 

・米山記念奨学会の月「ハイライトよねやま」 

  が届きました。→回覧 

・平成30年人吉市新年名刺交換会の打ち合わせ 

  会のご案内が届きました。→会長へ 

・青井阿蘇神社「おくんち祭」の協賛お礼並び 

  に街頭募金の集計表が届きました。→掲示 

・熊本城東、熊本北、八代南、熊本西の各クラ 

  ブより例会取り止め・変更のお知らせが届き 

  ました。→掲示 

・日本青年会議所熊本ブロックより「くまもと 

  復光祭」のチラシが届きました。→配布 

・10月29日はご案内のとおり第6グループIMが 

  多良木町で開かれます。行楽シーズンですが 

  ご参加のほど宜しくお願い致します。 

     

 

 

    委員長  原田知一郎 
  

 
 
 

【環境保全委員会】        委員長  浅野 強 

 次週の例会は早朝例会を実施いたします。 

   集合場所 ；人吉歴史資料館前  

   時  間 ； 清掃6時30分～ 例会7時～ 

   準 備 物 ； 清掃用具   

雨の場合は、相良護国神社の社務所で７時から

例会になります。皆様の多くの参加を宜しくお

願いします。 

 

【米山記念奨学委員会】 

          １０月 米山月間 卓話 
  
  皆様こんにちは、米山記念奨学

委員会委員長の宮原です。 

  10月は米山月間になっています

ので少しお話させていただきま

す。 

  現在、米山奨学生「王辰寧」さんをお世話し

ておりますが、６年前、片岡啓一パスト会長が

米山委員長としてカウンセラー役をお引き受け

になり、崇城大学工学部のベトナム出身ブ・ゴ

ク・チェン君を初めてお世話いたしました。人

吉には大学が無いことや色々な理由から奨学生

を受け入れるのは無理だと言われていましたの

で、米山奨学生を招待して卓話をお願いする

「米山奨学生招待事業」を継続することで理解

を求めている状況でした。 

  本日は、今月米山月間ということで、ロータ

リー米山記念奨学会から発行された「世界へ届

け 米山の懸け橋」～ロータリー米山記念奨学

会 財団設立50周年記念～のＤⅤＤを用意して

おります。日本のロータリーの礎を築いた米山

梅吉翁の生い立ち・功績から、その遺徳を記念

して始まった米山事業の特徴や学友の活動を紹

介してあります。 

  最後に、米山奨学事業はロータリアンの寄付

が支えになっていますので、今後とも宜しくお

願い致します。 

会   員   数   65名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  67.74％ 

欠 席 者 数 20名  1 0 / 6 出 席 率 51.56％ 

出 席 者 数 42名 補 填 数 7名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 62.50％ 

＊届け出欠席  馬氷・山田・内藤・新堀・本田・宮﨑・塚本・中村 

              尾上・岩下・北・板井・外山・友永・有村・渕田 

              加登住・小林清・大賀・下田 

出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 

＊メークアップ  9/28アクト例会；水野・永尾・武末 

          10/4 宇土ＲＣ；中川   10/7 地区RA年次大会；安達          

          10/8 輝く瞳全国大会；有馬・浅野 



【地域発展委員会】 

  被表彰団体 相良藩【吉組】様 紹介  

                              委員長  堀川匠太        
                 
   本日、吉組様におかれましてはお忙しい中

多数のご出席を頂きありがとうございます。 

  吉組様は、住吉様を中心に様々なボラン

ティア活動に取り組まれています。代表され

るのが、観光列車「かわせみ やませみ」、

「ＳＬ人吉」の送迎活動です。この活動は毎

日休むことなく一日数回にわたり行なってお

られます。その他、各地の災害被災地を訪

れ、炊き出しなどのボランティア活動を行

なっておられます。 

  この様な活動はロータリークラブの「奉

仕」の精神と合致するものであり、その精神

を称え表彰したいと思います。 

宜しくお願いいたします。 

 

         相良藩【吉組】活動紹介 

住吉 則昭 様 

  平成25年３月に、任意団体相良藩【吉組】

を設立しました。初年度は、人吉球磨の焼酎

蔵を廻り前掛けや法被を頂いたり購入したり

しながら、その前掛けと法被を人吉駅前広場

で観光客に身に付けてもらい、記念写真を

撮ってあげる活動を行いました。 

  意外に観光客からの評判は良く、自分で選

んだ前掛けの銘柄である球磨焼酎を土産とし

て購入する人が多くいました。人吉駅前広場

で活動をしているため、定吉のカラクリ時計

の案内や、観光客の道案内等で喜ばれまし

た。 

  翌年には吉組の活動を見て協力を申し出る

者が増えてきたので、相良藩【吉組】のス

ローガン《人吉球磨は、ひと～つ！》と、

モットー《出来る人が、出来る時に、出来た

シコ！》を創り、吉札と吉組Ｔシャツを作

成・販売を行い、益金で幟旗を作りました。 

  平成27年には、MOZOKAステーション２階の

本棚には、数冊の絵本しか有りませんでした

ので、SNSのひとつFacebookで市民へ呼び掛

け、絵本を集めてMOZOKAステーションへ贈呈

しました。Facebookで呼び掛けたため、郡市

外の方からの寄贈もありました。 

球磨郡で開催されるイベントの広報等につい

てもFacebookを活用し、そのイベントに出来

る者で参加していたので、各首長からも喜ば

れ、吉組の活動にも関心を持って頂き、それ

を機会にFacebookを始められた首長もおられ

ます。 

  相良藩【吉組】内に【青井さん寅ロープ

衆】を立ち上げ、毎月８日、第３日曜日、28

日の午前７時から青井神社の清掃奉仕を行っ

ています。平成27年のおくんち祭りでは道中

守を任され、昨年からは参道の寅ロープ張り

を受け持っています。先日の神幸行列の際に

は、午前中18名、午後24名が寅ロープ張りに

参加しました。 

  先日の神幸行列の打上げには、青井神社か

ら御樽を頂戴いたしました。八百万の神に少

しだけお認め頂いた結果かも知れません。 

  平成28年からは、青井神社参道で開催され

る春風・秋風フードフェスタも吉組が実行委

員長となっています。４月の熊本地震では、

宇城市、熊本市、益城町において炊き出しや

物資配布を行いました。 

  茨城県の小川さんから吉組に送られた2Ｌ×

6本入りの飲料水1,440ケースを、熊本市のア

クアドームに届けました。熊本市全体のネッ

トワークを持つボランティアグループと協力

体制が組めたので、いち早く配布することが

出来ました。 

  その地震により、熊本市内で撮影予定で

あった映画「おじいちゃん 死んじゃったっ

て」を、人吉市での撮影に呼び込みが成功

し、当初の準備からクランクアップまでの手

伝いや、第１回人吉よさこい祭りの開催も、

全て吉組実行部隊のボランティアにより実現

しました。 

  元ふきのとうのカルチャーパレスでのコン

サートや、観光列車「かわせみ やませみ」の

運行を機会に、「やませみ」を第２の市鳥と

すべく市民への署名活動を行い、認定までの

一翼を担えたと思います。駅前通りの火除け

不動尊の夏祭りの手伝いを切っ掛けとして、

暮れには吉組、よさこい銀翔会、ひとよし応

援隊のボランティア３団体による餅つき会

を、火除け不動尊の公園で開催しました。 

それをご覧になっていた町内会からの要請に
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より、本年末には町内会と合同の餅つき会を開

催する予定となっています 

  平成29年からは、観光列車「かわせみ やま

せみ」、「SL人吉」の送迎場所を、諸般の事情

によりMOZOKAステーシヨン前から、すみれホー

ル駐車場に移しました。 

  福岡水害では、青井山高野寺の味岡和尚の依

頼で、朝倉市への物資を集め提供しました。 

  その後、人吉ロータリークラブの皆様のご協

力により、益城町島田仮設団地へ赤飯、山菜お

こわ、つぼん汁を、青井神社より依頼のあった

東牟田八幡宮の復興祭りでは、サイコロステー

キ、パスタ、煮込みハンバーグを提供すること

ができました。 仮説団地に暮らす山江村出身

の老婆は、涙を流しながら「つぼん汁を何十年

ぶりに食べられて、美味しかった～」と喜ばれ

ました。 

  球磨村在住のメンバーは、青井神社の清掃と

同時刻に、神瀬の住吉神社の清掃をしており、

時間のあるメンバーは、駅前でカラクリ時計の

案内をしていたり、三十三観音のおもてなしを

していた者もいます。 

  相良藩【吉組】設立から４年が経ち、ボラン

ティア精神が根付いてきた様に思います。 

  先日の「くまてつまつり」では、人吉駅前通

りを歩行者天国にしての「人吉駅前通りトキめ

きマルシェ」の実行委員会の吉組として初の２

日間開催を実現し、駅前通り振興会は勿論、来

場者の皆様にも喜んでいただきました。 

  今月末の31日には、昨年撮影された映画「お

じいちゃん 死んじゃったって」の先行上映会

を、カルチャーパレスで開催します。人吉ロー

タリークラブの皆様にもチケット販売のお手伝

いをお願いできればと思う次第です。 

  11月の「SL人吉」の最終運行日には、青井神

社参道で「秋風フードフェスタ」を開催する予

定です。 

  この度、人吉ロータリークラブの皆様から表

彰を受けますことは、相良藩【吉組】にとりま

してこの上ない喜びであります。これからも、

益々、地域のために活動していきたいと存じ

ますので、ご指導、ご鞭撻の程をよろしくお

願い申し上げます。 

                             

 

 

 

 

 

 

 

【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〉 

・井手会長 相良藩「吉組」の皆様、本日は御 

  来訪ありがとうございました。また、すば 

  らしい活動報告、重ねて御礼申し上げま 

  す。宮原米山記念奨学委員長、米山月間卓 

  話ありがとうございました。         

・葉山会員 吉組の皆様、地域発展功労表彰を 

  受けられお目出とうございます。今日配布 

  されております9月1日第8回例会の会報にも 

  吉組の協力のもとキッチンカーで奉仕活動 

  をされたことが報告されております。 

・堤正博 吉組の活動を応援します。これから 

  も頑張って活動して下さい。         

・安達会員 吉組様、本日はおめでとうござい 

  ました。私の兄貴分、合吉(ｺﾞｳｷﾁ）とこれ 

  からも遊んで下さい。ボケそうで心配して 

  います。                           

・堀川会員 吉組の皆様、ありがとうございま 

  した。これからも活動頑張って下さい。応 

  援しています。                     

・石蔵幹事 相良藩「吉組」の皆様、これから 

  も楽しく地域づくりに向けて頑張って下さ 

  い。                               

・鳥井会員 相良藩「吉組」の皆さん、地域発 

  展功労賞おめでとうございます。住吉君が 

  んばれ、応援しているぞ！           

・延岡会員 司会がこけると機材の調子も悪く 

  なることを痛感しました。ゴメンなさい。 

                                     

〈米山記念奨学委員会〉 

・宮原会員 今後とも米山記念奨学会を宜しく 

  お願いします。本日はありがとうございま 

  した。                             

・有馬会員 吉組様、本日はおめでとうござい 

  ます。人吉においでのお客様にお迎えとお 

  見送りを毎日していただき、心より感謝申 

  し上げます。                      

・井手会長 ニコニコカードと同文  

 
 
          点 鐘  井手富浩 会長 

   


