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      会長 井手富浩 
 

 皆様こんにちは。来訪者のご紹介です。 

 まず、初めに、熊本県県南広域本部 球磨地域

振興局 局長 國武 愼一郎様です。本日は年度初

めのお忙しい中、卓話を御願い致しましたとこ

ろ、快く御引き受けを頂きました。ありがとう

ございます。宜しく御願い致します。 

通 算 2 9 7 6 回 

2 0 1 8年 4月 6日 

第 3 2 回 例 会 

続きまして、RI2720地区熊本第6グループ水俣Ｒ

Ｃ伊藤俊一次年度ガバナー補佐です。次年度も

今週末の地区研修協議会より、いよいよ本格的

に始動します。後程御挨拶を頂きますが、宜し

く御指導の程、御願い申し上げます。引き続き

まして、熊本南ＲＣより、渕田 俊郎パスト会長

と堀川貴史パスト会長です。本日は、本年6月16

日に開催されます、60周年の御案内に来て頂い

ております。御存知の様に当クラブの60周年に

は、全員登録、当日も14名の御参加を頂いてお

り、後程ご案内を頂きますが、当クラブからも

全員登録、多くの皆様で答礼に伺いたいと思っ

ておりますので、会員の皆様方の御協力を御願

い申し上げます。 

  さて、桜は散りましたが、新緑にあふれ、美

しい花々が咲き誇る清々しい季節となってまい

りました。また、官公庁や企業等、年度替りの

転出や転入またその引き継ぎ等々、少し慌しい

時期となっております。「年度」とは、事業や

事務などの便宜のため定めた12カ月の期間と定

義されますが、事業報告と決算、また、事業計

画と予算策定等、それぞれの事業体にとって、

大事な節目となります。ロータリークラブの年

度は、7月から6月までとなっておりますが、3月

10日.11日に開催されました有馬エレクトのPETS

（ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ、ｴﾚｸﾄ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ）そして、あ

さって4月8日開催の地区研修協議会をへて、い

よいよ次年度の事業計画と予算策定に向けて、

本格的な準備が始まります。私の会長年度は、

あと85日ですが、今年度 会長所信にあげさせて

頂きました ―節目を超えて進化（より良き変

化）を促す― 為の最も大事な3ヵ月間となって

まいります。会員の皆様方には、今年度予定し

ている事業の執行、そして次年度に向けての準

備と御負担をおかけ致しますが、我クラブのさ

らなる価値向上の為、御意見、御提言を頂けま

す様宜しく御願い申し上げます。 

  ともあれ、皆様のまわりでも学校では、卒業

式をへて入学式や始業式、また就職やそれぞれ

の会社におかれましても入社式等、希望にあふ
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れたうれしい事も多い時だと思います。春らんま

んの新緑を寿きながら、それぞれの旅立ちに御祝

いを申し上げます。 

  最後になりますが、会員の皆様方には、一昨日

御案内の様に、本年度 イアンライズリー会長が

提唱されました本年4月22日（アースデイ）まで

に1人のロータリアンが1本の植樹を！（そうすれ

ば、世界で120万本の植林ができることになる）

の実施に向けて、環境保全委員会 浅野委員長に

準備して頂きました。アサノ電機さんに入ってす

ぐ左の駐車場横に苗木の種類も11種類、66本用意

しております。先着順ですので、来週の例会日

（4/13）までにそれぞれ取りに行って頂き、御自

宅や会社の敷地内に植えて下さい。また、写真撮

影してデータを事務局に提出して頂ければ助かり

ます。どうしても植える場所が無い方は、4/13以

降、アサノ電機さんの敷地内にまとめて植林して

頂きます。浅野委員長に感謝申し上げ、会員皆様

方には、ふるって植樹を御願い致します。 

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。 

    

 

     石蔵 尚之幹事 
 

（理事会承認事項） 

○新会員候補の九州電力人吉営業所長・寶代誠志 

 様につきまして葉書で入会賛否をお諮りいたし 

 ました。異議申し立てはなく、本日の理事会に 

 おきまして入会を承認致しましたので、R情報委 

 員会にオリエンテーションをお願い致します。 

 なお、入会式は来週の13日を予定しておりま 

 す。 

○地区ローターアクトによる「ロータリー家族清 

 掃活動及び台湾地震募金活動」が5月6日(日)、 

 大分と熊本の計8会場で実施されます。人吉会場 

 は中川原公園で午前9時集合11時解散の予定で 

 す。ロータリーファミリーの親睦と社会貢献が 

 目的であり、人吉RC会員とご家族の参加協力に 

 ついて案内が届きました。理事会においてメー 

 クアップとすることと致しました。ゴールデン 

 ウィークではありますが、ご協力のほどお願い 

 申し上げます。 

○人吉ローターアクトクラブの「フォーチュン  

 アクト例会」が6月30日（土）あゆの里で開催さ 

 れます。フォーチュンとは幸運、財産と意味 

 で、メークアップの経験がないメンバーが地区 

 内のアクト、OBメンバーら約30人を招いて活動 

 の幅を広げる例会です。また次々年度の地区研 

 修会運営を見据えてスキルアップを図りたいと 

 の狙いもあります。そこで、この例会開催費の 

 補填として、我々も全員登録とし、一人当たり 

 登録費2,000円をもって支援することと致しまし 

 た。ご理解の程、お願い申し上げます。 

○NPO法人九州プロレスによる「山江村を元気に 

 するバイ！」イベントについて名義後援するこ 

 とと致しました。このプロレス団体は、九州を 

 元気にすることを目的としたまちおこし組織 

 で、試合と慰問活動を展開しています。試合は6 

 月17日（日）山江村体育館で開催され、それに 

 先立って5月15日から16日にかけて郡市の保育園 

 や福祉施設を慰問される予定です。山江村や人 

 吉地区法人会なども後援される予定です。 

（連絡事項） 

・ガバナー月信を各テーブルに配布しております 

  のでご覧ください。 

・ロータリーレート1ドル104円になりました。 

・人吉医療センターより広報誌「翔」が届きまし 

  た。また指宿RCより週報が届きました。→回覧 

・第2720地区よりRLI（ロータリーリーダーシッ 

  プ研究会）パート２のご案内が届きました。 

  5月20日（日）ホルトホール大分。 

  →本田直前会長へ 

・熊本城東RCより創立30周年記念式典参加のお礼 

  が届きました。→掲示 

・人吉お城まつり実行委員会（北委員長）より第 

  2回全体会議の開催について案内が届きまし 

  た。4月16日(月)14時から東西コミセンです。 

  →会長へ 

・例会変更と取り止めのお知らせです。熊本西RC 

  より5月1日と29日は取り止め、5月22日は26日 

  の熊本中央RC創立30周年記念式典に変更です。 

  →掲示 

・第4回熊本・大分地震支援対策会議のご案内が 

  届きました。5月26日(土)12時30分から14時30 

  分、熊本ニュースカイホテルです。当日は、こ 

  の後同会場にて熊本中央RC創立30周年記念式典 

  が開催されます。→本田直前会長へ 
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会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  84.13％ 

欠 席 者 数 10名  3 / 2 3 例 会 68.25％ 

出 席 者 数 52名 補 填 数 7名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 79.37％ 

＊届け出欠席   大久保・山田・北・小林清・浅野・馬氷・渡辺 

               山本・宮﨑・外山  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   3/22 人吉RAC例会;永尾 

             3/17地区大会；有村･山田･浅野･本田･村田･有馬 



【来訪者より】 

  

   熊本第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

   次年度ガバナー補佐 

     伊藤俊一様 （水俣RC） 

   職業分類:歯科医  Ｒ歴12年 

 

・次年度ガバナー高山泰四郎氏（大分1985RC） 

・次々年度ガバナー 瀧 満氏 （中津RC） 

・明後日8日の地区研修･協議会参加のお願い 

・次年度会長・幹事会の日程について 

・ガバナー公式訪問について 

   人吉RC訪問 8月24日(金) 

   前日は多良木RC･人吉中央RC合同懇親会を予定 

   詳細については後日お知らせします。 

・第6グループＩＭ日程 2019年3月16日(土) 

  水俣にて開催予定 

 

    熊本南ロータリークラブ 

    渕田俊郎 様 

                                 堀川貴史 様 

    熊本南ＲＣ創立60周年記念式典ご案内 

     ―イノベーション・変わり続ける― 

  〈記念式典〉 

      日時：６月１６日（土） 

      会場：ホテル日航熊本５階「阿蘇の間」 

        記念式典13時45分～14時50分  

        記念講演 15時～16時30分 

         講師 慶応義塾大学総合政策学部教授 

               竹中 平蔵氏  

  〈祝賀会〉17時30分～19時30分      

  〈登録料〉会員10,000円 同伴8,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】 副委員長 水野虎彦 

          ４月第１例会案内 

 日時；４月１２日（木）19時30分～ 

 場所；ひまわり亭 

 内容；そういえばコレって何だろう？～服編～例会 

       専門能力委員会担当 

 

 

米山記念奨学会      

 米山カウンセラー感謝状伝達 

         本田 節会員 

 

 

【プログラム委員会】 

 講師紹介                     新堀純子委員長 

 本日卓話をいただきますのは、球磨地域振興局

長の國武愼一郎様です。プロフィールをご紹介さ

せていただきます。 

 矢部町（現在の山都町）のご出身で昭和60年に

入庁され、先の熊本地震で被害を受けました益城

町のグランメッセの立ち上げにも関わってこられ

ました。昨年4月に初めての人吉球磨勤務となら

れましたが、それまでにも地域づくりのお仕事で

人吉球磨地域にもご縁はあったそうです。 

 お歳は56歳。ご覧の通り若々しい局長でいらっ

しゃいます。県南フードバレー事業による農業活

性化、日本遺産の活用による地域活性化、地域創

生にご尽力いただいており、これからも益々、ご

活躍を祈念申し上げたいと存じます。 

 それでは園田様、宜しくお願いいたします。 

 

 

               外 部 卓 話 

       

   「人吉球磨が一体で取り組む 

              観光地域づくりについて」 

 

                         球磨地域振興局 

            局長 國武愼一郎 様 

  皆様こんにちは、本日はお招き

いただき有難うございます。今年

３月30日、日本遺産人吉球磨観光

地域づくり協議会という組織が立

ち上がりました。文字通り、日本

遺産に認定された人吉球磨地域を

観光により活性化させよう、地域

経済を循環させようというものです。熊本県も関

わっていますが、地元が主役。10市町村をはじめ

人吉商工会議所、人吉温泉観光協会、各商工会、

JA、森林組合、球磨川漁協など関係団体で構成さ

れています。設立時に33団体が加入し、現在は50

団体へと増えており、今後も幅広くお声掛けを

行って参ります。本日は、この協議会設立の訳を

柱に観光庁資料を参考としてお話しします。 

 まず、少子高齢化問題が背景にあります。日本

の人口は2047年に１憶人になる見通しです。３０

年で２５％の減少。経済力も厳しい見通しで、観

光というキーワードが浮上しました。国勢調査に

よると、人吉球磨地域の人口は2015年が約９万人

ですが2040年には６万人、人吉市の場合は３万３

千人から２万３千人へ。これをいかにして止める

か、歩みを遅らせるかがこれからの課題です。 

 観光というキーワードの中で最も注目している

のがインバウンドです。訪日外国人旅行者数は

2014年が1300万人。以降、1900万人、2400万人、

そして昨年は2800万人という数字が出ています。

増加の理由は規制緩和とアジア諸国が豊かになっ

てきたからでしょうか。人吉球磨地域の狙いもこ

の観光客の受け入れが根底にあります。 



  さて、2016年の訪日外国人数のシェアについ

て、１位は中国673万人、２位は韓国509万人、３

位は台湾416万人、４位は香港183万人となってい

ますが、続く５位はアメリカの124万人。アメリ

カの人口は現在約３憶人なので260人に１人が訪

日している計算となります。それでは、香港は何

人に1人でしょうか？人口は737万人ですから答え

は４人に１人です。そして、今後もターゲットで

ある中国は、人口13憶人ですから現在は216人に

１人が訪日している計算になります。当分の間、

アジアからの団体訪日客は続くと思われますし、

それが「４人に１人」になればといった期待感も

あります。 

 国内における旅行消費額については、日本人の

国内宿泊旅行で16兆円、日帰り旅行で５兆円。訪

日外国人旅行は３兆7000億円。日本人の延べ宿泊

者数は４憶2000万人、外国人は7000万人です。一

方、定住人口の年間１人あたり消費額は１２４万

円。その定住人口が減る分を補うには、外国人旅

行なら８人分、国内旅行宿泊なら25人分、日帰り

客なら79人分が必要です。つまり、訪日客に泊

まって消費してもらわねばなりません。 

  話は変わりますが、熊本を訪れる観光客は韓

国、台湾、中国、香港の順。例えば、広島では欧

州、アメリカ、オーストラリアと異なります。恐

らく「平和」がテーマになっているのでしょう。

鹿児島は香港が最も多く、航空便のアクセスの影

響かもしれません。 

  最後に「ＤＭＯ」について話します。市町村で

も民間でも「自ら単独で稼ぐ」ことは難しいと思

います。そこで、地域の多様な関係者を巻き込

み、科学的アプローチを取り入れ、観光地域づく

りを行う舵取り役となる法人、つまり日本版DMO

を各地で作っていくことが重要です。全国ですで

に13地域において法人登録されており、近くでは

八代や阿蘇など200法人の名が候補となっていま

す。人とモノと交流拡大による地域活性化へ、地

域一体となった観光地を作り、確かなデータをも

とにビジョンを設定し、地域資源のブランド化を

図る必要があります。ブランド化とは「人吉球磨

を知っている」だけでなく「人吉球磨に訪れる

きっかけ作り」です。そして、滞在型観光、特産

品開発と続くことになるわけですが、こうした取

り組みに熊本県もしっかり人的・財政的に支援し

て参ります。これからも業種、業態別に対話をさ

せていただきながら、地域の皆様とぜひ一緒に取

り組んでいきたいと考えていますので、どうぞ宜

しくお願いします。 

本日は貴重な時間を頂戴しまして有難うございま

した。 

 

お礼の言葉        井手富浩会長 

  データに基づく分析により人吉球磨地域の現状

と課題、地域一体となって活性化に取り組む重要

さを改めて知る機会となりました。これからの國

武局長のプロデュースにご期待申し上げます。 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会  板﨑幸範 

〈ニコニコカード〉 

・熊本南ＲＣ 渕田俊郎.堀川貴史 本日は貴重な 

  例会の時間にお邪魔致します。私ども熊本南 

  ロータリークラブもおかげ様で60周年を迎えま 

  す。先輩の人吉ロータリークラブ様を見習っ 

  て、今後も頑張ってまいります。宜しくお願い 

  致します。貴クラブの益々のご発展を心より祈 

  念申し上げます。                     

・武末会員 大学先輩の伊藤先生（歯医者）が次 

  年度ガバナー補佐になられ、お目出とうござい 

  ます。しっかりRotaryを勉強して下さい！ご健 

  康を祈っています。                   

・高山会員 熊本南RC60周年のご案内、渕田さん 

  堀川さん御苦労さまです。渕田君は同級生で 

  す。行きます。                       

・井手会長 國武局長、卓話ありがとうございま 

  した。人吉・球磨地域の活性化のため御尽力頂 

  きありがとうございます。熊本南RC渕田パスト 

  会長、堀川パスト会長御来訪ありがとうござい 

 ました。60周年是非出席させて頂きます。 

・石蔵幹事 國武局長のためになるお話、ありが 

  とうございました。熊本南RC渕田様、堀川様、 

  そして水俣RC伊藤様のご来訪を歓迎いたしま 

  す。                                  

・新堀会員 國武局長、お忙しい中卓話を頂きあ 

  りがとうございます。                  

・渕田会員 本日は多数の御来訪、誠にありがと 

  うございます。滅多に出席できないのでこの 

  チャンスにニコニコしておきます。      

・本田会員 國武局長、卓話ありがとうございま 

  した。伊藤次年度ガバナー補佐、又、熊本南RC 

  の渕田様、堀川様のご来訪を心より歓迎致しま 

  す。                                  

・有馬会員 ○國武局長、高校のＯＢ会ではいつ 

  もお世話になっております。また、本日は卓話 

  ありがとうございました。○伊藤次年度ガバ 

  ナー補佐、渕田・堀川パスト会長、本日はご来 

  訪いただきありがとうございます。      

〈Ｒ財団カード〉 

・中川会員 熊本南ＲＣ渕田様、創立60周年おめ 

  でとうございます。喜んで出席させて戴きま 

  す。次年度ガバナー補佐ようこそいらっしゃい 

  ました。各クラブの「まとめ」宜しくお願いい 

  たします。                            

・葉山会員 3月5日、愛甲先生にお世話になり、 

  ふたり目の孫が誕生しました。          

〈米山カード〉 

・葉山会員 Ｒ財カードと同文             

 

 

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 
 


