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第 ４ 回 例 会 

  会長の時間  

  幹事報告、出席率報告、来訪者挨拶 

  寄付の申し出、会務報告 

  井手会長杯取切表彰、Ｒの友紹介 

  外部卓話 人吉警察署 牛島富男署長 

  ニコニコ箱・寄付カード  

Ｐ１～２ 

 

      

Ｐ２～４ 

 

 

点 鐘              有馬宏昭  会長   
                                           
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 加登住 亮SAA委員長 

 

 

 

 

 

 
 
司会･進行       青木一幸ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
  
来訪者紹介     有馬宏昭 会長 

      

                人吉警察署  署長 牛島富男 様 

 

           指宿ＲＣ     会 長    前之園 盛二 様 

                  研修リーダー   堀之内  茂  様 

                  ガバナー補佐   下温湯 正弘 様 

                        事務局   可児  キミ子様 
                
          芦北ＲＣ   会 長    田中 實 様 

                        副会長   早川  徹 様  

                      幹 事    矢野 徹 様 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

      会長 有馬宏昭 

 

  本日は、人吉警察署長 牛島富

男様 後ほど卓話をよろしくお願

い申し上げます。 

  芦北ロータリークラブ会長 田

中實様、幹事矢野徹様ご来訪あり

がとうございます。 

  また、友好クラブの指宿ロータリークラブか

ら会長前之園盛二様、研修リーダー堀之内茂

様、ガバナー補佐下温湯正弘様、事務局可児キ

ミ子様、アロハの町指宿から、遠路人吉までよ

うこそおいでいただきました。 

  第４回目の会長の時間です。本日なタイトな

スケジュールですので、5分いただきました。 

  本日のテーマは「呼吸」についてです。 

スポーツや武道でも呼吸は大切です。冬季オリ

ンピック、スキージャンプワールドカップ最年

長優勝の「レジェンド」葛西紀明さんが、「企

業秘密なので教えたくない」と前置きする最強

の呼吸法を紹介いたします。 

緊張すると脈拍数が上がります。 

その緊張を緩めるためには、脈拍数を下げるこ

とが必要になります。 

やり方ですが、 

①まずは鼻から息を思い切り吸い込む。 

②息を吸い込んだまま５～１０秒間、息を止め 

  る。 

③もう限界かと思ったところから、さらに息を 

  吸い込み５秒止める。（口を少し開けて） 

④口角を上げ、歯の隙間から少しずつ息を吐 

  く。 

葛西紀明著「疲れないからだと折れない心の作

り方」より 

  ゴルフでもアドレスで息をすべて吐き、テイ

クバックで「スーッ」と吸って、インパクトで



                         芦北ＲＣ 

                         会長 田中 實様 

  芦北ＲＣ会長を仰せつかりま

した田中です。Ｒ歴27年、職業

分類は塗装･防水、二度目の会

長になります。 芦北では今年

度より例会を月 3回としまし

た。そしてクールビズ参加も取

り入れました。ノーネクタイで芦北クラブ例会

へお越しください。一年間どうぞ宜しくお願い

いたします。 

 
  ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  竹長一幸会員より、亡父会葬御礼として、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。  

 

 

【親睦委員会 ゴルフ愛好会】  

                       井手会長杯取切戦井手会長杯取切戦  
  
                            優優  勝勝    

              浅野 強 会員 

    

 

 

 

 

 

 

【雑誌委員会】 
 
     ロータリーの友８月号紹介 
 
            紹介者 後藤竜一委員長 

 

 今年度雑誌委員会 委員長の後藤です。宜し

くお願いいたします。 

  まず、横組表紙は2018-19の国際ロ－タリ－ 

バリーラシン会長夫妻の写真

です。 

3ページ今年度ロータリーの

友委員会委員長 片山主水様

による『友』誌の役割が紹介

されています。 

6、7ページ 2018-19年度RI

テーマ「インスピレーション

になろう・BE THE INSPI-

「ガァァー」と大声を出しながら一気に振ると

飛距離が20ヤード違ってきます。 

  ご来訪いただきました、指宿で、2019年7月4

～7日に日本プロゴルフ選手権大会が、いぶす

きゴルフクラブ開聞コースで開催されます。50

周年でお伺いした際には、日帰りでしたので答

礼の意味でも、ぜひ指宿ロータリークラブでの

MUと温泉、おいしい料理とゴルフを宿泊して楽

しみましょうと企画しています。 その際に

は、指宿ロータリークラブの皆様、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

会長の時間を終わります。 

 
 
 
      幹事  新堀純子 

 

①連絡事項 

 ・次期ガバナー補佐研修会の案内 

   →中川ガバナー補佐エレクト 

・日田RCより創立55周年記念式典の案内 

   →会員の皆様へ ライン・ＦＡＸにて連絡 

・人吉市社会福祉協議会より第51回歳末たすけ 

  あい演芸会の講演依頼→理事会にて承認 

②掲示物 

・例会取止めの案内２クラブ 

   →八代南・熊本西南 

 

 

    委員長 馬氷慎哉 

 

【来訪者挨拶】 

                       指宿ＲＣ 

                       会長 前之園 盛二様 

  本日は指宿より４名で参りま

した。 今年度は人吉と指宿の

友好訪問の機会を多くしたいと

お願いにまいりました。ぜひ指

宿へお出で下さい！ 心よりお

待ちしております。本日はお時

間をいただきありがとうございました。         

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  85.71％ 

欠 席 者 数 9名  7 / 1 3 例 会 84.13% 

出 席 者 数 53名 補 填 数 1名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 85.71% 

＊届け出欠席   渕田・岩下・延岡・尾上・板﨑・戸髙・堀川 

               外山・伊久美 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ   

 6/30人吉ＲＡＣﾌｫｰﾁｭﾝｱｸﾄ例会；永尾        



RATION」、会長メッセージにてその趣旨が掲載

されています。特に下部で、今年度、環境問題

に取り組むことの重要性を説いていらっしゃい

ます。 

8ページよりバリー会長の紹介がなされており

ますので熟読お願いいたします。 

22ページより今年度のガバナーの紹介、ガバ

ナーの横顔が掲載されています。 

38ページに2720地区高山泰四郎ガバナーの紹介

があります。 

47ペ－ジ10月24日は世界ポリオデーの紹介。各

地で多種多様なイベントが開催予定とのことで

す。昨年は102か国で3,671件のイベントが報告

されたとのことです。 

57ページ今後のRI国際大会案内にて、水野副会

長ご案内のハワイ州ホノルル開催の日程が2020

年6月6～10日と記されています。 
 
縦組み表紙は今年度テーマとなります。 

18ページ卓話の泉のスーツの掟は大変興味深い

内容です。スーツを作るためにはまずシャツを

作るということで、皆様も是非HITOYOSHIシャ

ツを作られた後にスーツを作っていただきます

ようお願いいたします。 
 
  以上で７月号の紹介を終わります。 

  今年度友の紹介については会員の皆様にもご

協力のお願いをさせていただきますので、重ね

てお願いいたします。 

 

 

【プログラム委員会 】       

 

                外部卓話     

                 

講師紹介                      堤 正博会員 
  
 人吉警察署長  牛島富男様 を紹介します 

  今年3月15日付けで人吉警察署長に着任され

ました。熊本市南区城南町のご出身。 

  昭和57年に熊本県警に入られ、熊本南、芦北

署などを経て、機動捜査隊係長、その後、熊本

北署（現熊本中央署）では地域課長や県警本部

で捜査第一課検視官を担当され、警視となられ

てからは科学捜査研究所長や留置管理課長など

を歴任されました。 

  人吉球磨勤務は初めてということですが、実

は人吉を希望されたと聞いております。捜査関

係のお仕事が長く、検視官時代には変死体から

数多くの難事件を解明されたこともあり、強い

正義感と根気強さをあわせ持った方だと思いま

す。 

  現在、単身赴任。趣味はゴルフやジョギング

とのことです。人間関係において協調性を大切

にされる方であり、宴席でも明るく、夜遅くま

でお付き合いいただける人情味のあるお人柄

は、すでにご存じの方も多いのではないでしょ

うか。それでは宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

                   人吉警察署長 牛島富男様 

                              

1.自己紹介  

昭和33年生まれ60歳 最後の年 

熊本市南区城南町出身 

～熊本学園大を卒業し、昭和57

年に警察官を拝命  

警察では主に刑事畑が長く、特に捜査一課で検

視官を長年経験 

2.人吉について 

前任地は本部留置管理課課長、人吉を希望した

理由は、警察官のリピーター、多くが希望する 

本当に～人よし、お湯よし、治安よし 

3.現在の状況 

単身赴任 朝5時起き、青井青神社で参拝、ジョ

ギング・ウォーキング 

4.警察の推移 

○私が拝命したとき 

  昭和57年職員同士が仕事、レクレーション等 

  を通じて仲がよかった。セクハラ、パワハラ 

  あっていたが問題にならなかった。 

○平成11年～12年にかけて 

  全国で様々な不祥事が発生。～警察改革 

○感じること 

  司法より行政面での業務が多忙～監査等 

○検挙より未然防止への舵取り 

  全国もそうだが県下でも犯罪（刑法犯）の発 

  生が減少 

○警察官の資質の問題  

  志を持っての拝命が減少し、単なる就職先の 

  一つになっている。 

○今後 

  今は60歳定年だが15年後は65歳定年になる。   

  気力体力の衰退。時代の変化に的確に対応で 

  きるか。 

○人吉の治安  

  犯罪の発生は平成15年をピークに減少。本年   

  も減少。 

  犯罪の発生は3件 4名の死亡事故発生 

○検視官について 

  死者に対する事件性の判断 



○終わりに 

 好きな言葉～職員に言っている言葉 

 比叡山、仏教大師、最澄 

  一隅を照らす これすなわち国宝なり 

  

 

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 岩井和彦      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・指宿ＲＣ 本日は有難うございます。交流を 

  増々栄かんに行っていきたいと思います。 

  今後ともよろしくお願いします。     

・芦北ＲＣ田中会長 お世話になります。よろ 

  しくお願い致します。                

・芦北RC早川副会長 1年間宜しくお願いいた 

  します。                            

・芦北ＲＣ矢野幹事 1年間宜しくお願い致し 

  ます。                              

・有馬会長 人吉警察署長牛島富男様、貴重な 

  お話ありがとうございました。指宿RC前之園 

  会長、下温湯ガバナー補佐、堀之内研修リー 

  ダー、事務局の可児様、ご来訪ありがとうご 

  ざいます。芦北RCより、田中会長、早川副会 

  長、田中幹事、ご来訪ありがとうございま 

  す。                                

・中川会員 指宿RCの前之園会長はじめ会員の 

  皆様、芦北RC田中会長はじめ会員の皆様よう 

  こそいらっしゃいました。            

・石蔵会員 指宿RCの皆様、芦北RCの皆様、ご 

  来訪ありがとうございます。人吉警察署の牛 

  島様には突然のお願いにも関わらず卓話をお 

  受け下さり誠にありがとうございました。 

                                      

・堤正博会員 ○牛島警察署長様、卓話ありが 

  とうございました。○指宿RC会長様はじめ皆 

  様のご来訪を歓迎いたします。○芦北RCの会 

  長様はじめ皆様のご来訪を歓迎いたします。 

                                      

・井手会員 指宿RC前之園様、下温湯様、堀之 

  内様、可児様、芦北RC田中様、早川様、矢野 

  様、ご来訪ありがとうございます。牛島人吉 

  警察署長様、本日の卓話ありがとうございま 

  した。                             

・葉山会員 ○前之園指宿RC会長の来訪を祈念 

  しニコニコします。○10月の全国大会お待ち 

  しております。○牛嶋署長、表敬訪問の際に 

  はお世話になりました。              

・武末会員 人吉警察署長牛島様、卓話ありが 

  とうございました。指宿RC芦北RCからの御来 

  訪ありがとうございました。          

・髙山会員 指宿RCの皆様、芦北RCの皆様、ご 

  来訪ありがとうございます。私が会長の時に 

  指宿RCさんとは何度か交流し、ゴルフもしま 

  した。今後続けるよう祈ります。      

・本田会員 牛島署長の卓話ありがとうござい 

  ました。現役最後に人吉署を希望していただ 

  き大変よかったです。人吉ライフを楽しんで 

  下さい。                            

・塚本会員 牛島署長様 卓話ありがとうござ 

  いました。人吉署の皆様には日頃から大変お 

  世話になり感謝申し上げます。        

・寶代会員 牛島署長、楽しい卓話ありがとう 

  ございます。人吉市の平和をこれからも守っ 

  て下さい。宜しくお願いいたします。  

・浅野会員 ゴルフ愛好会取り切り戦と第一回 

  優勝を記念してニコニコします。井手会長あ 

  りがとうございます。大切に使わせていただ 

  きます。                            

・北会員 いつもお世話になっております。本 

  日は卓話ありがとうございました。11月のコ 

  ンペは楽しみにしております。        

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 7/22有馬年度第1回コンペの 

  チャリティーです。                  

 

 

 

           点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


