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        人吉ＲＣ創立記念を祝し乾杯     

 

 

      会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。今日は人吉RC クラブ創立記

念例会です。今からちょうど61年前の本日 1957

年 5／25、21名のチャーターメンバーにより、

熊本県下2番目のクラブとして、熊本RCをスポン

サークラブ（特別代表 吉村 常助氏）とし、人

吉RCは誕生致しました。昨年5／20の当クラブの

「創立60周年」は記念式典、懇親会、またその

準備等含めまして、会員の皆様の脳裏にまだ鮮

明に残っている事だと思いますが、612名もの登

録を頂き、盛大に挙行できました事は、全会員

の皆様、またその御家族の皆様の御協力のおか

げであり、またこの人吉RCの創立以来、その歴
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史を栄々と築き上げられてきて頂いた多くの先

達の皆様のおかげだと思います。あれから1年、

61代会長として「節目を超えて進化（より良き

進化）を促す」を掲げさせて頂き、11ヶ月が過

ぎ様としておりますが、目に見えて大きく変化

したことはございません。しかし、先日の有馬

エレクトの戦略計画提言の中にもありました様

に、少しずつではありますが、より良く変化し

続けてゆく、萌芽が芽生え始め、水野ノミニー

またその後の、会長へと連綿と引き継がれてい

くものとだと思っておりますし、その様な進化

（より良き変化）、新陳代謝を繰り返して行く

ことが、それぞれのロータリークラブの本質だ

と思っております。 

  皆様は「貫性の法則」をご存知でしょうか？

これは運動の法則で、止まっている物体は、そ

のまま止まっていようとし、等速で一方向に移

動し続け様とする物体は、その状態を維持し続

け様とするものですが、その力は、その重さが

大きい程、大きく働きます。人吉RCは、その伝

統、会員数からいっても重たいクラブです。こ

れは良い意味での重たさではあります。現役メ

ンバーで、パスト会長も19名おられますし、そ

の行なっている事業も、その経緯、意味の深さ

から、永年継続されている価値あるものが多く

ございます。その為、ややもすれば、毎年の事

業計画、予算についても過去を踏襲していれ

ば、無難にまとめる事ができる現実もあります

し、私の様な浅学、非才なものでも会長を勤め

させて頂ける、サポートして頂ける、人格、識

見共にすぐれた能力の高い現役会員（アクティ

ブメンバー）が多数いらっしゃいます。まさに

我クラブは、先達を含む会員の皆様方の弛まな

い努力の積み重ねによる貫性の力を活用して、

この歴史を積み上げて来ているものだと思いま

す。 

  反面、貫性の力が強いと、その方向を変え様

とすると膨大なエネルギーを必要と致します。

しかし、ロータリー、ロータリアンを取りまく

環境も刻々と変化をし続けております。それに
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対応すべく、一度にではなく、少しずつ、例え

ば、今小惑星に辿り着こうとする「はやぶさ2」

のエンジンは、イオンエンジンです。これは非常

に非力ですが、効率も良く、長時間の使用に耐え

ます。同様に我クラブも年度、年度に少しずつ、

具体的な目標を設定し、より良き変化を目指し

て、軌道修正をしていかなければならないと思っ

ております。 

  本日は、中島ロータリー情報委員長の創立記念

卓話ですが、たっぷりと時間をとってありますの

で、人吉ロータリークラブの過去をきっちりとと

らまえながら、「温故知新」本田直前会長の「復

古創新」の考え方の元、過去から現在、そして未

来に向けて皆様方の想いの方向性（ベクトル）を

そろえる為の貴重な時間にして頂ければと思って

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 
 

（理事会承認事項） なし 

（連絡事項） 

・人吉市みどり推進協議会（松岡隼人会長）の平

成30年度通常総会のご案内が届きました。6月7日

午前10時より東西コミセンです。→井手会長へ 

・八代北ＲＣの米山奨学生で崇城大学工学部4年

生のヒエンさんより、同大学主催によるカル

チャーシンポジウムのご案内が届きました。6月

10日（日）午後1時から5時まで人吉ＣＰで開催さ

れます。球磨焼酎粕で培養する「光合成細菌」を

活用したビジネスを展開する大学生のベンチャー

企業「Ciamo」（しあも）が、人吉球磨の農業、

特産品作りを提案されるそうです。代表は人吉出

身の古賀碧さん（大学院生）です。入場無料。詳

しくは回覧致しますのでご覧ください。 

・明日26日は熊本中央ＲＣ30周年記念式典が開催

されます。当クラブより11名で参加いたします。

乗り合わせでご参加の方は午後1時、すみれホー

ル集合出発となっておりますので宜しくお願い致

します。 

・来週6月1日の例会は賀寿会につき午後6時半か

ら行います。例会に先立ちまして午後6時より理

事会を開催致します。 

 

     ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  有村隆徳会員より、｢厚生労働大臣表彰受賞を

記念して」Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨

学基金委員会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

     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 
   
            ５月第２例会のご案内 

         日 時 5月31日（木）19時30分～ 

         場 所 ひまわり亭 

        内 容 国際奉仕委員会担当例会   

   

【Ｒ情報委員会】           委員長  中島博之 

 

       ５月２５日  

  人吉ＲＣ創立記念日 卓話 
    （１０周年記念誌より） 

 
 
  本日５月２５日は６１年前の昭

和３２年５月２５日に人吉ロータ

リークラブが創立された記念日で

す。熊本県で熊本ロータリークラ

ブに次ぐ第２番目のクラブです。

熊本県最南端のこの田舎町にロー

タリークラブを創った先人達の偉業に心からの賛

辞を贈ります。 

  ロータリークラブ創立の話をこの田舎町(61年

前）の人吉にもってきた人、その人は当クラブの

名誉会員の高嶋康二氏のご尊父高嶋昂三氏（熊本

相互銀行社長）でした。 

■創立年度 

クラブ創立に向けた動き  

 昭和32年（3月～6月） 

人吉ロータリークラブ結成について高嶋昂三氏

（熊本相互銀行社長）と神戸政郎（球磨川林業社

長）の間で意見交換。高嶋昂三、神戸政郎、藤村

正典、上妻進、須子忠俊、堤貞雄の6氏は高嶋宅

に集まりクラブ結成方針、会員候補20名の選考等

打ち合わせ。 

5月6日(月） 

熊本RCから吉村氏ほか来人。午後1時～夜10時半

まで人吉RC設立について協議。 

5月12日(日） 

神戸氏、藤村氏は5月16日の熊本RCの例会に出席

することを打ち合わせる。 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  79.69％ 

欠 席 者 数 13名  5 / 1 1 例 会 76.56％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数    1名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 78.13％ 

＊届け出欠席   村山・後藤・有馬・中川・戸髙・宮﨑・岩下 

               宮原・漆野・小林清・板﨑・平田・尾上 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   

 5/6ﾛｰﾀﾘｰ家族清掃：安達 



5月14日（火） 

吉村氏、高嶋氏、金沢氏と藤村氏は創立までにな

すべき諸準備について協議 

5月16日（木） 

神戸、上妻、富田、田村、山本、三角、藤村の7

名は熊本RCにゲストとして例会出席 

5月17日（金） 

創立総会の案内状、会員予定人員名簿、総会用の

諸印刷物の作成 

5月23日（木） 

会員候補の参集を行い、創立総会の準備作業を実

施。会員予定者名簿を作成し役員理事の選考を行

ふ。 

5月24日（金）創立総会前日 

熊本RC吉村氏来人す。吉村氏の指示により創立総

会の諸準備の再点検を実施。 

                準備完了？いよいよ明日だ！！ 

5月25日（土） 

創立総会を開催する。創立総会を“なべや旅館”

にて午後3時より開催し午後5時16分終了す。 

会員名簿次の通り（21名） 

藤村正典  稲富良雄  泉万次郎  釜田元次郎 

神戸政郎   上妻  進  三角光雄 宮田 清 

森田勝五郎 中津留覚介 那須六平  岡本大蔵   

須子忠俊  田村和一   富田清作  堤 貞雄    

堤 治助  山口 宏   山本 博  山本定喜 

山崎庄次郎  

名誉会員1名  淵田長一郎（人吉市長） 

 

 

 

 

 

 

 

本日の総会には名誉会員の渕田長一郎君。 

会員の田村和一君。中津留覚介君の3名欠席し、

19名の出席であった。尚熊本R,Cより北村会長、

吉村常助 特別代表、高嶋昂三氏の3君出席。 

 

  設立総会の式次第の資料が掲載されていません 

設立総会後の午後8時より第1回役員会を開催し、

理事役員、各委員及び、クラブ定款について協議

決定する。 

理事役員次の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次いで 入会金 ￥7,500- 

    会 費  ￥15,000 と決定 

5月28日（火） 

熊本R.C社会奉仕委員長（増永茂己君）来訪し31

年より東、南九州の各R,Cが男子高校生のワン

ダーホーゲル運動を計画実施中の旨を報告し人吉

R.Cの協力参加を要請される。 

6月1日（土） 

創立総会後の第1回例会（会員21１名中 那須六

平君東京出張の為欠席し出席率95.2％    

来訪者（熊本R.C幹事 金沢大四郎君）金沢君

は、ロータリーについて運営方法、司会方法等に

ついて実に微に入り、細に亘り指導していただ

く。 

6月6日（木） 

人吉ロータリークラブR.I本部より正式承認 

6月10日（月）藤村幹事は6/25の黒川ガバナー公

式訪問に備えて熊本R.Cのクラブアッセンブリー

に参加（クラブ協議会） 

6月23日（土）（第4例会日） 

黒川巌第64区地区ガバナー公式訪問されクラブ

アッセンブリーに出席 

6月24日（日）クラブ例会に出席 

公式訪問：クラブ協議会 

その時のもよう、記録なし 

6月29日（金） 

本年度最後の例会である。 

本年度平均出席率92.85％ 

6月30日（土） 

本年度（1956～1957年度）の最終現況報告 

出席率 

5月 90.47％ 6月 95.24％ 平均92.85％  

会員数21名 名誉会員1名 平均年齢52.05歳 

   2017～2018年(井手年度)の平均年齢は63.5歳 

 

創立年度は37日間、この間にガバナー公式訪問あ

り。 

初年度… 通常例会の１年間。 

２年度には9月21日（日）チャーターナイト（承

認状伝達式）。創立の5月25日から伝達式の9月21

日まで140日全てが初めての日々。 

 

■初年度（32年7月～33年6月） 

9月30日（月） 

東京都に於いて開催の連合地区会に宮田清君参加 

10月4日（金）第360地区と370地区の連合地区大

会開催に10/4～10/6の３日間 神戸、山本博、藤

村の3名出席。 

会  長   神戸政郎 

副会長   山本 博  

幹  事   藤村正典 

会  計   山崎庄次郎 

会場監督 須子忠俊 

名誉会員 渕田長一郎 

理事 稲富良雄 

   （職業奉仕） 

〃   三角光雄 

   （国際奉仕） 

〃  堤  貞雄 

   （社会奉仕） 

〃  上妻  進 



11月16日 米国アトランタR.C宛に宮田清君寄贈の

｢歌麿｣｢広重｣｢豊国｣等の版画15枚をアトランタ博

物館に寄贈の為航空便にて発送す。尚、同地大学

在学中の人吉高校教諭牛島氏に紹介を依頼。 

12月7日一日地区講習会が佐賀商工会館 開催。 

12月8日インターシティ、ゼネラル.フォーラムD

班（西九州組）が佐賀商工会館にて開催。神戸

君、山本博君、藤村君の3氏は両会合に出席 

12月26日 熊本R.Cの忘年会家族会に人吉R,Cより 

会員10名夫人5名参加。 

12月30日人吉市福祉事務所へ餅代として2万円寄

贈。当時、高卒5,500円。当時1万円は今15万円位 

2月8日人吉青年会議所発会式（宮田君出席） 

3月9日八代R,C創立総会 4/23正式承認 

4月11日長崎北R.Cのチャーターナイトへ 

       神戸、藤村の両君出席 

4月26日唐津R,Cのチャーターナイトへ 

 宮田、山口、山本博の３氏参加 

5月21日22日 田中文雄ガバナー(岡山)の公式訪問 

「卓話要旨」自由人，即ち 責任を完全履行する

個人的自覚を持つ人であることが、ロータリアン

の資格である。 

6月14日チャーターナイト9/21の準備委員会決定 

委員長 宮田清 

委  員 山口宏、堤治助、碇清市、松田唯次、岡

本大蔵（５名） 

■２年度 

7月5日 クラブ年会費￥20,000決定（食事代据え

置き）当時の物価の15倍位が今の相場 

9月21日 

人吉ＲＣチャーター伝達式  参加185名 

午後１時より人吉一中講堂にて開催 

来訪者 久保田ガバナー(長崎）吉村特別代表 外 

来  賓 熊本県知事（代理:淵田寛県出納長） 

淵田市長 相良頼綱氏外多数。 

10月12日 370区地区大会が岡山市に於いて岡山

R,Cスポンサークラブとして開催。神戸、山本、

藤村氏３名参加 

10月13日地区大会第1日、14日第2日の記念講演 

久保田豊ガバナー”困難は、困難を怖れる心にあ

る”とスピーチ。 

 

人吉ＲＣ節目の会長 

 

 創立10周年記念式典（会場 市民会館） 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【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〉 

・井手会長 中島パスト会長、本日の卓話ありが 

  とうございました。有村パスト会長、厚生労働 

  大臣表彰誠におめでとうございました。  

・中島会員 創立記念卓話をさせていただきまし 

  た。何事も独自はいけません。情報委員の皆様 

  に相談しませんでしたので最初から失敗しまし 

  た。今後気をつけます。                

・寶代会員 中島様、人吉ロータリークラブの発 

  足の事がよくわかり勉強になりました。ありが 

  とうございました。                    

・堤正博会員 5月20日お天気も良く繊月まつりが 

  成功のうちに終了しました。会員企業の中には 

  社員の方々に多数応援をいただいたところもあ 

  りました。心より感謝申し上げます。ありがと 

  うございました。                      

・石蔵幹事 5月21日に母･美佐子の7回忌法要を無 

  事に終えることができました。また、本日は中 

  島パスト会長、卓話ありがとうございました。 

  ﾆｺﾆｺします。                         

・和田会員 人吉新聞に写真付きで載りました。 

  尚、1ホール目はパーでした。           

・有村会員 早退します。                 

 

 

         点 鐘  井手富浩 会長 
 

３０年度   

会長 斉藤 積 第272地区 

姫野陸喜（大分） 幹事 堤  脩 

４０年度  35年度から第2720地区 

会長 堤 正博 岸 忠雄 

（菊池） 幹事 尾方芳樹 

５０年度   

会長 山口正記 玉ノ井薄明 

（別府北） 幹事 大島浩路 

６０年度   

会長 本田 節 前田真実 

（大分キャピタル） 幹事 葉山 稔洋 

創立年度  ガバナー 

会 長  神戸政郎 第64地区 

黒川 巌(広島）  幹 事  藤村正典 

１０年度   

会長  堤 治助 第370地区 

吉村常助（熊本） 幹事  西川秀生 

２０年度   

会長 嶽村虎記 第373地区 

塘 一郎（鹿児島） 幹事 伊久美寛志 


