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      会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは。まずは来訪者の御紹介を致

します。本日、人吉RC優良職員表彰を受けられ

ます13名の皆様方です。おめでとうございま

す。後程、表彰式を執り行なわせて頂きます。 
 
  ゴールデンウイークを挟んでの2週間ぶりの

例会となりました。会員の皆様方には休日を楽

しまれてリフレッシュされたことだと思いま

す。 

  さて、前回の例会の後 4／28(土)、29（日）

通 算 2 9 8 0 回 

2 0 1 8年 5月 1 1日 

第 3 6 回 例 会 

には、「人吉お城まつり」が北実行委員長の

元、好天にも恵まれ盛大に催されましたが、そ

の翌日4／30（月）の人吉クリーン作戦には、

多くの会員の皆様に御参加頂き、ありがとうご

ざいました。 

  また、5／6（日）には、5月の「青少年奉仕

月間」にちなみ、ローターアクトが中心にな

り、家族も含むロータリーファミリーの親睦と

社会貢献を目的として、「ロータリー家族清掃

活動」が行われました。連休最終日ではありま

したが、アクトを含む人吉ロータリーファミ

リー15名と人吉中央RCより7名の参加を頂き、

途中で雨が降り始めましたので、少し早めに切

り上げましたが、4班に分かれて九日町側と人

吉城跡公園側の清掃を行いました。けっこう歩

きましたので、腹回りもスッキリ、ゴミもスッ

キリ、気持ちもスッキリで、休み明けの日常生

活に戻る為の良い機会となり、リフレッシュで

きました。参加して頂きました皆様に感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

  そんな中でエピソードが1つありました。私

が城跡公園側の清掃をしておりましたところ、

4名の観光客の方から声をかけられ、ルート案

内（二の丸、三の丸、本丸への順路）を頼まれ

ました。「そこの階段から」とお答えすると、

「ロータリーの方ですか？」とたずねられ、お

話をすると、お隣のRI 2700地区大川RCの方

で、御夫妻と御子息、それと外国人の青年のグ

ループでした。青年はブラジルのガブリエル君

といって長期（1年）の交換留学生（6月に帰国

予定）とホストファミリーで人吉に観光に来て

おられるということでした。ほんの束の間の会

話でしたけれども、

ロータリアン同士すぐ

に打ちとけ、互いに相

手の事が理解しあえる

事にロータリークラブ

の素晴らしさを感じた
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一時でした。 

  さて、本日は職業奉仕委員会担当の優良職員

表彰式です。本年度は、各企業、事業所から13

名の推薦を頂き、13名の皆様においで頂いてお

ります。この優良職員表彰は、人吉RCの60年を

超える歴史の中で、最も永く続いている大事な

素晴しい事業です。 

  ロータリークラブには、「職業奉仕」という

カテゴリーがあります。これは会員相互の親睦

と互恵から始まったロータリーが「奉仕の理

念」の登場により、「最も良く奉仕するもの、

最も良くむくわれる」から「超我の奉仕」を基

本とする考え方へ発展して行き、「職業奉仕」

とは、①奉仕活動の根幹に自身の職業があるこ

と。②自分の為である職業が同時に他者への奉

仕であること。③職業倫理は自身の企業が持続

的に発展する為に不可欠であること。④ロータ

リーの実践は、その道徳律をいかに自分の企業

や所属する業界に適用するかという実践である

こと。となっておりますが、これはほとんどの

場合、ロータリアン個人で実践、実現できるも

のではないと思います。まさに、本日表彰を受

けられる皆様方の様な存在があってこその、

ロータリアンであり、ロータリー活動だと思っ

ております。その根本となる企業、事業所の継

続、発展の為には、皆様方の様な同じ目標に

向って一緒に歩んでいって頂ける、良い職員、

従業員が不可欠であり、家族もそうですが、私

達ロータリアンを支えて頂いている皆様方のお

かげで、ロータリー活動ができているものと

思っております。ありがとうございます。 

  結びになりますが、本日表彰される皆様方、

御推薦を頂いた企業、事業所の今後益々の御健

勝と御発展を祈念致しまして、会長の時間とさ

せて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

       幹事  石蔵尚之 
 

（理事会承認事項） 

・2019～2020年度の第6グループガバナー補佐 

  は輪番により当クラブから選出致します。そ 

  の選任につきましてはパスト会長会に一任す 

  ることに致しました。早速ですが次週の18日 

  例会終了後に開催して頂きたいと存じますの 

  で宜しくお願いします。 

（連絡事項） 

・今年1月28日の熊本大分地震復興支援「東京 

  佼成ウインドオーケストラコンサート」の名 

  義後援に対しましてお礼が届きました。 

・5月のロータリーレートは1ドル108円です。 

・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。 

・例会変更と取り止めのお知らせです。 

  熊本西RCは6月12日例会を16日の熊本南RC創 

  立60周年式典へ、6月26日例会は最終家族例 

  会のため午後6時半より熊本ニュースカイホ 

  テル。 

  熊本城東RCより6月11日例会は最終家族例会 

  のため午後6時半より青柳、6月25日例会は休 

  会。 

  熊本中央RCより6月8日例会は歳祝い会のため 

  午後6時半より和食仲むら、6月29日例会は取 

  り止め。 →掲示 

・平成30年度人吉市青少年育成市民会議第1回 

  理事会は5月16日(水)午後7時よりカルチャー 

  パレス仮本庁舎、同じく熊本県青少年育成県 

  民会議総会は5月30日(水)午後2時より県庁 

  で。→葉山青少年奉仕委員長へ 

・人吉市国際交流協会より平成30年度年会費の 

  請求が届きました。次年度へお渡しします。 

・人吉柔道協会より毎年恒例の人吉球磨中学校 

  柔道大会の共催願いが届きましたので葉山青 

  少年奉仕委員長へお渡しします。 

・人吉医療センター広報誌「翔」が届きまし 

  た。→回覧 

・指宿RCより週報が届きました。→回覧 

・2720地区JapanO.K.ロータリーEクラブより創 

  立1周年記念式典並びに祝賀会のご案内が届 

  きました。6月10日正午より大分市のホテル 

  ザーズで開かれます。参加ご希望の方はお申 

  し出ください。 

 

 
 
       委員 和田栄司 

   

  

 

 

 

 

＊メークアップ 

 4/8 地区研修協議会：本田・葉山 

 4/14多良木RC50周年：後藤・川越・戸髙・村山・小林祐 

                     堤正・友永 

 

 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  76.56％ 

欠 席 者 数 15名  4 / 2 7 例 会 79.69％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数    1名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 81.25％ 

＊届け出欠席   岩下・北・浅野・竹長・中村・安達・外山・村山 

               漆野・小林清・友永・堀川・板﨑・尾上・中島  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   

  5/6 家族清掃：加登住 

4 / 2 0 例 会 71.88％ 

補 填 数  9名 

修 正 出 席 率 85.99％ 



 

 

【社会奉仕委員会】        委員長 延岡研一 

 6月17日(日）山江村体育館 

 九州プロレス 山江村を元気にするバイ!! 

 ・チケット販売と事業所へのポスター掲示 

  ご協力のお願い。 

 ・九州プロレスと会員事業所の施設慰問を 

   します。5/17(火)・5/18(水)の２日間 

 

【親睦委員会】          委員長  平田フク 

 

【雑誌委員会】        紹介；増田隆二会員                  
             
               ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友   ５月号の紹介５月号の紹介５月号の紹介   

 

  こんにちは。人吉ロータ

リークラブにお世話になって

5か月、職業分類「小児科

医」の「増田」です。2018年

５月号のロータリーの友を紹

介させていただきます 

 最初に表紙です。横組み

は、イラストレーターの野中

正視による「伝承遊びに習

う」で コマ回しやけん玉など、子どもたちだ

けでなくご老人が昔遊びの伝承も兼ねて遊ぶ姿

が描かれています、ついでに真ん中に描かれて

いる猫の目がまわっています。縦組みは、高桑

幸次さんによる「黄昏に泳ぐ」です。夕焼けの

中を泳ぐこいのぼりを見て、昔の子育ての頃で

も思い出しているのでしょうか。それとも遠く

に住むお孫さんがゴールデンウイークに帰省し

てきて戻っていったところでしょうか。 

  つづいて本文です、横組みより7ページをご

覧ください。特集記事「青少年交換留学生を受

けいれる―ホストファミリー体験談」が組まれ

ています。人吉RCでも過去に何人もの交換留学

生を受け入れ、ホストファミリーになられた方

も多いかと思いますが、当時のことを思い出し

ながら読んでいただくと良いかと思います。 

  この中で、9ページの囲み

記事をご覧ください。ここ

で、ローテックス（ROTEX）

という非公式な言葉が出てき

ます。ロータリー青少年交換

プログラムにより、海外で勉

強した経験のある人たちによって構成されてい

る組織。法人化された全国区のローテックス、

青少年交換学友の同窓会組織として、交流の輪

を広げている、とのことです。ところで、この

青少年交換プログラムが、ロータリアンの高齢

化による慢性的なホストファミリー不足のため

に存亡の危機にたたされているそうで、この

ローテックという組織が役に立つのではないか

とかかれています。 

 とんで22ページをご覧ください。第6回日台

ロータリー親善会議ＩＮ高雄の記事です。日台

ロータリー親善会議は十年目を迎え高雄で開催

されたそうで、今回日本から650人、台湾から

400人とこれまでで最も多い参加者だったそう

です。2021年には、国際大会が台北で開催され

るそうです。 

 続いて横組み最後は、28ページ下段です。 

ガバナーのロータリー・モメント視点としてに 

永田壮一ガバナーの寄稿が掲載されています。

「もっとも甘露で美味だった浄水器の水の味」

と題して、2012年にタイの12の小学校に浄水器

を送った時のことを書かれています。ご一読く

ださい。 

  次に、縦組みです。4ページをご覧くださ

い。「夢を現実にする南極で越冬隊員を経験し

て」と題してつくば市職員 塚本健二さんによ

る講演の要旨です。塚本さんは、2013年11月か

ら15年3月までの1年4カ月間を第55次南極地域

観測隊の越冬隊員としての経験をお話しされて

います。本文を引用しますが、「南極観測隊員

というと、エリート集団かプロ中のプロの集ま

りで、私たちとは関係のない世界で生きている

人間であると、というイメージを持っている方

がいると思いますが、決してそうではありませ

ん。私と一緒に行った隊員は、愚直に自分の仕

事を一生懸命行ってきた人たちです。」 と書

かれています。塚本さんご自身は、駒澤大学在

学中スキー部で主将を経験され民間企業を経て

つくば市に入庁されたそうです。つくば市役所

で職員に向けての公募に応じて庁内選考を突破

されたそうです。どうやって越冬隊員として昭

和基地に派遣されていったかなど詳しくは 本

文を読んでいただければと思います。  

以上、ロータリーの友5月号の紹介でした。 

 

 

 

５月の誕生祝い  

     平田フク 会員    9日 
  

 

 

 
 

     ５月の結婚記念祝い 

      井手富浩 会員      3日    渡辺洋文 会員    6日 

      岡 啓嗣郎 会員    15日    中川貴夫 会員   18日 

      原田知一郎 会員  22日    村山能史 会員   28日 



【職業奉仕委員会】 

 

                2017-2018年度  

            優良職員表彰式 

                     

              進行； 委員長 岩井和彦                        
   
優良職員１３名紹介  表彰状・記念品授与 

 

白柿 雄大 様  

人吉電気工事㈱  勤続年数 9年4ヶ月   

推薦者 延岡研一会員 

推薦理由： 平成21年1月入社以来、一貫して九

州電力㈱の発変電工事部門に従事し、電気工事

に関する各種資格を率先して取得し、若手技術

者のリーダー格として、後輩の技術指導や安全

面に細心の気を配り、会社に多大の貢献をして

いる。 

 

元田   浩 様 

人吉電気工事㈱  勤続年数9年10ヶ月 

推薦者 延岡研一会員 

推薦理由：平成20年7月入社以来、一貫して九

州電力㈱の送電部門に従事し、率先して技術の

向上や安全管理の徹底に努め、現場の責任者と

して取引先の信頼を高めて、会社に多大の貢献

をしている。 

 

岩本 龍真 様 

人吉電気工事㈱  勤続年数9年11ヶ月 

推薦者 延岡研一会員 

推薦理由：平成20年5月入社以来、一貫して九

州電力㈱の送電部門に従事し、送電に関する技

術の習得に積極的に取組み、中堅技術者として

後輩の指導や安全管理の向上に努め、会社に多

大の貢献をしている。 

 

 

清家 幸則 様 

㈱トラスト  勤続年数9年1ヶ月  

推薦者 有馬宏昭会員 

推薦理由：平成21年4月入社以来、持ち前の誠

実さと成長意欲で、社員やお客様の信頼も厚

く、又、地元の消防団やPTA活動にも積極的に

参加し、当社の経営理念実現に多大な貢献をし

ています。よって、全社員の模範として表彰す

るとともに今後の活躍を期待します。 

 

鳥越 悠介 様 

㈲人吉球磨車輌整備工場  勤続年数9年   

推薦者 中川貴夫会員 

推薦理由：我が社に入社以来、ローターアクト

活動も行い、卒業してからは さらに営業活動

に努力し、お客様からも信頼を戴き、日々の業

務に頑張っております。 

 

山下 勝広 様 

㈱岩井工務店 勤続年数21年1ヶ月 

推薦者 岩井和彦会員 

推薦理由：工業高校建築科を卒業して、大工希

望で入社し、21年間大工で頑張っております。 

現在は、当社の棟梁として、なくてはならない

優秀な存在に育ち、お客様や社員からの信頼も

厚い。 

 

的場 陽子 様 

繊月酒造 ㈱  勤続年数6年4ヶ月  

推薦者 堤  正博会員 

推薦理由：平成23年12月入社以来、誠実、勤勉

で前向きな仕事ぶりは大いに評価できます。 

能力、態度とも申し分なく、優良職員として推

薦するものです。 

 

宮田 恵子 様 

渕田福祉会 山江保育園 勤続年数20年       

推薦者 渕田秀雄会員 

推薦理由：永年勤務し、現在は副主任保育士と

して指導及び管理に携わっている。 

 

簑田 浩二 様 

㈱ 鮎里ホテル 勤続年数21年8ヶ月 

推薦者 有村隆徳会員 

推薦理由：昭和58年以来、35年にわたり洋食調



理人に専念し、昭和58年にはホテルラングウッ

ド・洋食課主任として5年間務め上げ、昭和63

年にはUCC上島珈琲㈱へ入社。実力が認めら

れ、フランス料理店ユーロダブルサバス料理長

へ就任し、大きく貢献した。平成5年にカレッ

ジタウン八王子のホテルの料理長を務め、平成

8年8月に㈱鮎里ホテル入社。温厚な性格でス

タッフに対する指導力もあり、従業員・幹部に

信頼を得ている。平成29年同社調理部総料理長

に就任。お客様のニーズを取り入れた創作メ

ニューを提案するなど多大なる貢献をしてい

る。 

 

永尾 サチ 様 

日本生命人吉営業部   勤続年数15年7ヶ月 

推薦者 平田フク会員 

推薦理由：母親の看病をしていた彼女を日本生

命に誘ったのが私でした。入社してから、色々

なことを乗り越えて、日々努力を積み、現在は

育成リーダーとして活躍しています。明るい性

格で、人を育てる仕事に向いている彼女を誇り

に思い推薦しました。 

 

福岡 勝幸 様 

特別養護老人ホーム 千寿園  勤続年数7年3ヶ月

推薦者 後藤竜一会員 

推薦理由：全くの異業種より平成5年に福祉の

業界へ。看護師、社会福祉士、介護支援専門員

等、非常に高度な国家資格を取得し、平成23年

より当法人に入職。 以来今日に至るまで優れ

た知識と経験を生かし、法人運営のみならず、

地域福祉の推進に尽力しております。 

 

田中 美津子 様   

愛甲産婦人科麻酔科医院  勤続年数37年5ヶ月   

推薦者 愛甲 康会員 

推薦理由：当院、現在地移転後の初期より入

社。 非常にまじめで、裏表なく、こつこつと

努力を重ねていくタイプで、現在、産婦人科の

主任として勤務し、人望が厚い。 

 

齊藤 佐恵 様   

愛甲やすらぎ・ひふ科医院  勤続年数35年2ヶ月      

推薦者 愛甲 康会員 

推薦理由：当院の現在地移転より看護学生とし

て入社。当院にての実習後、資格取得し、その

まま勤務。まじめで実行力があり、また、ユー

モアに富んだ性格で、現在、婦長（師長）とし

て従業員の模範となっている。 

 

 

【謝辞】    人吉電気工事㈱  白柿雄大様 

 13名を代表しましてお礼を申し

上げます。歴史と伝統ある、人吉

ロータリークラブ様より、このよ

うな名誉ある表彰、記念品を頂き

心より感謝申し上げます。 

  私たちは、それぞれ任された職

務を全うしてきた結果が、この受賞につながっ

たと思っております。今後一層励むとともに、

地域社会に貢献することをお伝えし、簡単では

ございますが御礼の言葉とさせて頂きます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

 

【寄付カード】 ニコニコ箱委員会  山本知枝 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・愛甲会員 私の医院の2人の従業員がRCの優良 

  職員で表彰いただきました。ありがとうござ 

  いました。また、当院の齊藤さん、田中さ 

  ん、今後も宜しくお願いいたします。  

・渕田会員 本日は当園職員を表彰していただ 

  きありがとうございます。会議のため早退致 

  します。                            

・堤正博会員 本日の優良職員表彰式に我が社 

  の的場陽子さんを表彰いただきありがとうご 

  ざいます。的場さんは我が社にとって大切な 

  人材です。                          

・伊久美会員 我が社から3名も表彰されまし 

  た。被表彰者は今後の活動に励みが出ること 

  と思います。ありがとうございました。 

                                      

・延岡会員 人吉電気工事から元田君、岩本君 

  白柿君3名の優良職員表彰ありがとうござい 

  ました。今後益々活躍してくれることを願っ 

  ています。                         



・井手会長 優良職員被表彰者の皆様、本日は 

  誠におめでとうございます。今後益々の御活 

  躍をお祈り申し上げます。増田先生、ロータ 

  リーの友の紹介ありがとうございました。 

                                      

・有馬会員 優良職員として表彰されました皆 

  様、本日はおめでとうございます。    

・石蔵幹事 優良職員表彰の被表彰者の皆様、 

  おめでとうございます。益々のご活躍を心よ 

  り祈念申し上げます。                

・葉山会員 被表彰者の皆様おめでとうござい 

  ます。特に3月5日には孫が産まれお世話にな 

  りました。                          

・大賀会員 先月は用務のため欠席が続き申し 

  訳ありませんでした。4月には次男の埼玉大 

  卒業・就職と、うれしい事が続きました。 

  また、結婚祝、誕生祝をいただきありがとう 

  ございました。                      

・原田会員 優良職員表彰13名の方おめでとう 

  ございます。これからもガンバって下さい。 

  結婚祝ありがとうございました。      

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 優良職員表彰された皆様おめでと 

  うございます。益々頑張ってください。 

                                      

・岩井会員 優良職員表彰を受けられた皆様、 

  本日はおめでとうございます。ご協力いただ 

  きました会員に感謝申し上げます。    

・延岡会員 ニコニコカードと同文       

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 ニコニコカードと同文     

・延岡会員 ニコニコカードと同文       

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・大賀会員 ニコニコカードと同文       

・延岡会員 ニコニコカードと同文       

 

 

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 

 Ｒ情報委員会便り  

   人吉ロータリークラブ周年事業の思い出 

 

 

 

 

 

 

10周年：人吉駅前広場 

それぞれ、いくら 

かかったのでしょうか？ 

40周年：村山公園 

青少年の健全な成長を願って 

人吉高校へ20万円 

人吉一中へ10万円 

人吉二中へ10万円 

20周年：村山公園 

50周年：城内資料館庭 

150万円(昭和43年) 

30周年：村山公園 

市からの要望 

６０周年: 


