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      会長 有馬宏昭 

 

 来訪者の紹介をいたします。国

際ロータリー第2720地区熊本第６

グループガバナー補佐伊藤俊一様

です。後ほど、来年３月のＩＭの

案内を含め、ご挨拶いただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

 会長の時間に移ります。 

 仕事柄、売れ筋とか行列のできるお店に、興

味関心があり、必ず行って確かめるようにして

います。 

 先週、所用で上京した際、待ち合わせまで少

し時間が有りましたので、有楽町東京交通会館

内の「むらからまちから館」に行き、全国の商

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 

工会から選ばれ、陳列された商品を見て回りま

した。地価が高い有楽町、限られたスペースに

どんな商品が並ぶかは、ディスプレイやポップ

を含め学びになります。（人吉ロータリークラ

ブ会員の商品も並んでおります。いつもうれし

く思っています） 

 次の予定のため、交通会館の前に出ますと、

行列です。20人くらい並んでいました。 

立て看板に「千葉スペシャル」と書いてありま

す。有楽町一帯には、全国道府県のアンテナ

ショップが数多くあります。千葉県の物産展か

なと思い、目を凝らしますと、行列の先で行わ

れていたのは、なんと「靴磨き」でした。 

 靴磨きのために２０人も並ぶ・・・私にとっ

て前代未聞です。気にはなったのですが、東京

で仕事をしている次女との夕食の時間が近づい

ていており、止む無く立ち去りました。 

 翌日は帰る日です。土産にする生鮮食品を購

入するため、再度交通会館に行きました。前日

下見したお土産を購入し、会館の前に出ます

と、今日の靴磨きの行列は６人です。すかさず

並びます。 

 靴磨きの方々は、全員で５人。皆さん白い

シャツに蝶ネクタイ、グレーのジャケットとベ

スト、ハンチング帽とおしゃれです。椅子も立

派、素敵な道具箱。一番手前の方がリーダーで

しょうか、受付したお客様を、残り４人の方に

割り振りなさっています。 

 ２０分ほど待って、私の番になりました。

リーダーの方ならいいなと思っていましたら思

いが叶いました。私が最近買ったお気に入りの

靴は、革が磨いても光らない革なのか、磨き方

が悪いのか、磨いても光りません。ですので、

期待していいなかったんです。ところが、特殊

なクリームでの丁寧な磨き、無駄のない動きで

１０分くらいでしょうか、見る見るうちにピカ



   日時;2019年2月26日午後6時半開会 

 後日皆様へご案内いたしますので参加宜しく 

 お願いいたします。 

②連絡事項 

・人吉市国際交流協会よりキムチ・チジミ作り 

 のご案内です。1月17日(木)、場所は人吉旅 

 館 詳しくは掲示板でご案内します。  

・ガバナーエレクトより2月2日(土)「補助金管 

 理セミナー」開催の案内。ホルトホール大分 

 にて13時～16時。会長エレクト・財団委員 

 長・国際奉仕委員長が対象となっています。 

 水野会長エレクトへお渡しします。 

・人吉温泉春風マラソン大会事務局より賞品提 

 供の依頼がきております。特別会計予算より 

 お出しします。また、賞品提供可能な方がい 

 らっしゃいましたら市役所へ届けますので事 

 務局までお願いします。 

③配布物 

・高山ガバナー月信 

・人吉医療センター広報誌 翔 

④掲示物 

 例会取止め変更（多良木ＲＣ、水俣ＲＣ） 

  

    

  委員長 馬氷愼哉 

 

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

      委員長 鳥井正徳 

 奨学金制度発足から5年経過し

ました。制度規則は5年毎に見直

し必要に応じて改正を行う、と

なっています。 

1.奨学基金への補充・拡充・特別寄付等により

設立基金500万からの引き出しは0円の状況が続

いており、これを受けて 

・有効な運用・活用を図るため、現行6名の奨 

 学生の増員 

・人吉ＲＣ会計安定を図るため、特別会計、 

 100万ドル食事からの繰入れの削除 

などの意見があります。 

ピカになりました。有楽町駅に向かいながら、

ピカピカの靴に感心し、何度も立ち止まり、足

元に見入ってしまいました。 

 自宅に戻り「千葉スペシャル」の意味を調べ

ました。リーダーの方の本名は、千葉 尊（ち

ばみこと）さん 宮城県出身の６２歳。家業の

木材店で父親と一緒に仕事をしておられました

が、些細なことで父親と喧嘩し家を飛び出しま

す。その後全国を転々とします。仕事がなくな

り困っているときに、知り合いから、「靴磨

き」を薦められます。「靴磨きの常識を変えて

やる」と意気込み、９か月をかけ、オリジナル

のクリームと磨き方を開発し、1997年に独立。

繁盛します。 

 そのような中、ピンチが訪れました。 

 2012年４月、東京都の条例で、路上での営業

停止命令を受けます。困った千葉さん。駐車し

た車や郵送での靴磨きで、何とか仕事を続けま

す。 

 そんな中、リピーターから、「千葉さんに靴

磨きをして欲しい」との声が、東京交通会館に

伝わり、交通会館幹部が決断。交通会館の「広

告塔になってほしい」と、交通会館の入口に靴

磨き集団が復活します。お客さんの椅子は、乃

村工藝社の渡辺会長から、制服は、ユナイテッ

ドアローズの重松会長からの提供です。皆さ

ん、千葉さんの大ファンです。大企業の経営

者、議員、芸能人も同じく、並んで磨いてもら

います。わずか１０分ほどでピカピカにするク

リームも、鶯谷の作業場で作るオリジナル。千

葉さんのクリームを使っても、素人の私では光

らないとのこと。プロとしてのプライド、そし

てファンを虜にする技術を、千葉さんから学ば

せていただきました。 

 磨いてもらった後は、軽く水拭きだけで良い

そうで、効果は３か月。上京の機会を作り、次

回は、何足かもって行って、靴の数だけ並び、

磨いてもらいたいと思っています。 

ご清聴ありがとうございました。会長の時間を

終わります。 

 
 

 
 
 
   

        幹事 新堀純子 
        
①理事会承認事項 

・人吉第一中学校吹奏楽部コンサート名義後援 

 依頼の件→承認 

・人吉ＲＣ奨学基金委員会奨学生2名増員の件 

 →承認  人吉高校1名球磨工業高校1名増員 

・お知らせ 

  姉妹クラブ台北稻江ＲＣより創立32周年式典 

＊届け出欠席   山田・永尾・岩下・大賀・尾上・本田・板井 

        山本・村山・中村・宮原・堤正・塚本・渕田 

        伊久美・板﨑  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  1名  

欠 席 者 数 16名  11/23例会取止め  

出 席 者 数 47名   

1名   



 配布しております資料をご覧下さい。 

2.現行奨学金支給総額と増員した場合の年間支 

 給額、2018-2019有馬会長年度の予算額  

3.2019-2020年度予算の見通し 

4.特別会計及び100万ドル食事繰入れを削除し 

 た場合 

この資料から、私の所見として、 

① 全て現行通りの運営なら、基金の取り崩し 

 はしなくても運営できると考えられる。 

② 奨学生の増員は、2名が限度と考えられる 

 が、その場合特別会計と100万ドル食事から 

 の繰入れを削除すると、2020～2021年度から 

 基金からの引き出しが必要になります。 

③ ②の場合、後4～5年で基金が底をつくと予 

 想されるが、その場合の対応も考えておく必 

 要があります。その場合、どうするか、 

④ 奨学生を増やしても、基金を取り崩さず、 

 現状のままで運営する方法はないか検討すべ 

 きという考え方もあると思います。 

⑤ 規則の見直し、削除が必要な場合、その手 

 続きはどうすべきか。検討したい。 

⑥ 奨学金制度は人吉ＲＣの大看板の一つとし 

 て大きく構え、単なる委員会が運営するので 

 はなく「人吉ロータリークラブ 未来の夢奨 

 学金」のいような会長を中心とした「奨学金 

 制度運営委員会」のような組織を作って末長 

 く取り組んでいくことも考えられる。 
 
 以上のことを本日の理事会に提案しました。 

 その結果、 

〇特別会計と100万ドル食事からの繰入れは現 

 状のまま継続する。  

〇現在奨学生6名を各校1名増員し８名とする。 

〇人吉ＲＣ奨学金をもっと公にするため、新年 

 度から名称を「人吉ロータリークラブ未来の 

 夢奨学金」にする。 

以上のことが決定されましたのでご報告いたし

ます。 

 

【キッチンカー管理運営委員会】 

              委員 葉山稔洋 

12月のキッチンカー出動案内 ご協力のお願い 

12/12(土） 行先；益城町東道仮設団地 

      内容；正月餅つき・昼食ふるまい 

      集合出発；すみれホール８時30分 

12/23(日） 八代東ＲＣ主催  

            八代東RC農園収穫祭への要請 

 参加協力可能の方は葉山までご連絡下さい。 

 

【親睦委員会】    委員長 竹長一幸 

 忘年会 12/21(金) 18時30分～あゆの里 

 新年会 1/11（金）18時30分～あゆの里 

     金婚銀婚御祝・ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ 

   多くの参加をお待ちしております。 

【ゴルフ愛好会】    担当 後藤竜一 

・11月ワンオンチャリティー4240円を人吉RC奨 

 学金へ寄付します。 

・12月ゴルフ案内12/24(月)振替休日 球磨ＣＣ 

  1月ゴルフは1/27(日) 球磨ＣＣ 

  ふるってご参加下さい! 

   

【次年度】   次年度ガバナー補佐 中川貴夫 

 明日第２回ガバナー補佐研修会

が開催されます。次年度の日程は

確定後にお知らせ致しますが、人

吉ＲＣ公式訪問を8月23日(金)、

第6グループＩＭ 2020年4月11日

(土)を予定しています。皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

  

 

 鳥井正徳会員より、「瑞宝双光章叙勲を記念

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【来訪者挨拶】  ガバナー補佐 伊藤俊一様 

 今年度のＩＭ日程を会場の都合

により3/23に変更することになり

ました。詳細案内は２月末になり

ます。ぜひ皆様のご協力をお願い

申し上げます。    

      

【親睦委員会】    委員長 竹長一幸 

     葉山稔洋 会員  1日  伊久美寛志会員  3日 

     友永和宏 会員  4日  

   小林清市 会員   9日    浦田繁喜 会員  11日 

   増田隆二 会員  11日    青木一幸 会員  21日 

 内藤靖雄 会員  21日    竹長一幸 会員  26日 

 山田仁法 会員  29日     



   

 

            議長 有馬宏昭会長 

 ただいまより2018～2019年度、年次総会を開

催いたします。人吉ロータリークラブ細則第4

条、第3節により会員総数の3分の1をもって本

クラブの年次総会の定足数とする。とあり本日

の出席数51名ですので、総会は成立いたしま

す。 

 本日の議題は、第1号議案として「次々年度

会長承認の件」、第2号議案として「次年度理

事・役員指名の件」を上程いたします。 

 それでは、第１号議案次々年度会長承認の

件。先週11月30日の例会において指名委員会の

浦田繁嘉委員長からの報告で葉山稔洋会員を指

名いただきました。 

 指名の通り葉山稔洋会員を次々年度人吉ロー

タリークラブ会長に決定することに、意義はご

ざいませんか。（全員拍手で承認） 

 ご承認ありがとうございます。 

 それでは、葉山稔洋会員、次々年度会長承諾

の挨拶と幹事の指名をお願いいたします。 

 

         会長ノミニー 葉山稔洋 

 皆さんこんにちは、先週の例

会で欠席の中、浦田指名委員長

から次々年度会長の指名を頂

き、また今日この年次総会で承

認を頂き誠に有難うございま

す。 

 私は、1998年12月にJCを卒業し、翌年2月第

42代堤脩会長・高山征治幹事の時に入会させて

頂きました。それから約20年、職業奉仕の合間

をぬいRCの例会及び活動に参加して参りました

が、RCの事は奥が深すぎて未だに、よく分かり

ません。 

365日24時間 年中無休の中で仕事に従事して

いる関係上、これまで以上の時間をRCに費やす

る事が一番のネックであり二の足を踏んでおり

ましたが、23名のパスト会長が支えて頂けると

言う事で、お引き受けをさせて頂きました。能

力は無いうえに、慢性的な人手不足と働き方改

革の中で超高齢化多死社会を迎え益々走り回る

事が多くなり、皆様には大変ご迷惑をお掛けす

る事が多く なろうかと思いますが、自分なり

に精一杯やってみますのでご協力の上、ご指導

のほど宜しくお願いします。 

 ところで、幹事の件ですが、としちゃんが会

長をするときは私が幹事ばするけんと、本田節

パスト会長が名乗りを上げて頂いておりました

が、益々大変な事になると思い、鄭重にお断り

をし、頼み事をすると

きは、忙しい人に頼め

と聞いておりましたの

で、今一番忙しい某タ

クシー会社を訪ねまし

た。奥様のゆかりちゃ

んには、結構時間は係りながらも、いい返事を

頂いたのですが、当のご本人からは返答いただ

けませんでした。さらに翌日昌ちゃんの車があ

るのを確認の上、会社の下からアポの電話を入

れると「もうこんでよか」と言い放したので断

られたのかと思いきや 観念し、承諾してくれ

ました。1年半後のスタートがうまく切れます

様に準備を整えて参りたいと思います。どうぞ

北幹事共々宜しくお願い致します。 

 

          次々年度幹事 北昌二郎 

 お引き受けした今でも申し訳なく、大変ご迷

惑をかけるのではないかと思っておりますが、

一生懸命頑張りますので宜しくお願いいたしま

す。 

                 議長 

 続きまして、第２号議案に入ります。次年度

理事・役員理事につきまして水野次年度会長に

発表していただきます。 

     会長エレクト 水野虎彦 

 次年度の理事・役員を皆様にご承認いただき

たく申し上げます。 

 会長 水野虎彦  

 副会長 葉山稔洋        

 幹事 青木一幸           

 会計 宮﨑智弘       

 直前会長 有馬宏昭       

 会員増強委員長 塚本哲也               

 公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 安達玄一                               

 職業奉仕委員長 片岡啓一      

 社会奉仕委員長 井手富浩      

 青少年奉仕委員長 加登住亮       

 国際奉仕委員長 宮原和広      

 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 中川貴夫      

 理事 延岡研一      

以上のご承認をいただきたく宜しくお願い申し

上げます。                              

                   議長 

 水野次年度会長より発表頂きました皆様のご

承認をお願いいたします。（全員拍手で承認） 

 2018－2019年度 



ありがとうございます。なお、SAA委員長は来

週の例会での発表でございます。 

 皆様のご協力ですべての議題を終えることが

できました。感謝申し上げます。 

これで、年次総会の議長を下ろさせていただき

ます。 

 

 

【プログラム委員会】 会員卓話   

 

 （一社）人吉温泉観光協会 

    代表理事 北昌二郎 

 

 

 

     人吉温泉観光協会の活動について 

    

〇観光客数について 

 ・平成２８年、２９年の人吉市観光客数 

  （日帰り客.宿泊客.外国人宿泊客） 

 ・日帰り、宿泊別及び県内.県外別観光客数  

 ・月別･地域別観光客数 

   

〇2018年代表理事としての活動報告  

 色々な方からのアドバイスに耳を傾け、今後

も人吉の観光を盛り立てていきたいと思ってお

ります。皆様のご協力を宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

【寄付カード】 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 葉山会長ノミニー北幹事ノミニー 

 就任おめでとうございます。協力させて戴き 

 ます。頑張りましょう！        

・葉山会員 先程年次総会で次々年度会長に承 

 認頂き有難うございます。       

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山会員 R財カードと同文      

 



〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・堤脩会員 葉山会長ノミニー北幹事ノミ 

  ニー、御就任おめでとうございます。  

・葉山会員 R財カードと同文          

・ゴルフ愛好会 11月分チャリティーとして  

                                      

            

〈ニコニコ箱委員会〉 

・伊藤ガバナー補佐 本日はＩＭの案内にまい 

  りました。宜しくお願い致します。    

 ・武末会員 大学先輩の伊藤ガバナー補佐 

  さんようこそ。ご来訪ありがとうございま 

  す。久しぶりです。                  

・中川会員 伊藤ガバナー補佐ようこそ人吉Ｒ 

  Ｃにお越し戴きありがとうございます。明日 

  からの大分でのガバナー補佐研修、宜しくお 

  願いいたします。                    

・有馬会長 次年度役員理事をお受け頂きまし 

  た皆様、委員長の皆様お世話になります。葉 

  山次々年度会長・北次々年度幹事よろしくお 

  願いします。                        

・水野会員 次年度理事承認、ありがとうござ 

  います。井手年度11月に外部卓話を致しまし 

  た義姉の本田が、明日人吉医療センター３階 

  で講話を致します。ぜひ興味のある方はお出 

  かけ下さい。                        

・石蔵会員 葉山会長ノミニー、北次々年度幹 

 事、おめでとうございます。また、先日、 

 人吉新聞社が人吉市の広報に取り上げていた 

 だきましたのでニコニコします。    

・北会員 次々年度迷惑をかけないように頑張 

  ろうと思いました。宜しく。          

・片岡会員 次々年度葉山会長・北幹事、おめ 

  でとう。がんばれ！          

・井手会員 次々年度葉山会長・北幹事、大変 

  でしょうが宜しく御願致します。水野丸がい 

  よいよ出発準備が整いました。おめでとうご   

  ざいます。                          

・渡辺会員 葉山君、北君、次々年度会長幹事 

  おめでとうございます。              

・愛甲会員 水野年度バンザイ         

・浦田会員 ①誕生祝ありがとうございます。 

  ②葉山会員次々年度会長・北幹事おめでとう 

  ございます。                        

・内藤会員 誕生日プレゼントありがとうござ 

  いました。                          

・友永会員 結婚祝いありがとうございまし 

  た。30年経ちました。                

・小林清市会員 誕生祝ありがとうございまし 

  た。                                

・竹長会員 結婚のお祝い、誕生のお祝いを頂 

  きありがとうございました。          

・葉山会員 結婚祝を頂き、ありがとうござい 

  ました。                            

・新堀幹事 伊藤ガバナー補佐ご来訪ありがと 

  うございました。次々年度葉山会長・北幹事 

  おめでとうございます。次年度理事役員の皆 

  様、宜しくお願いします。北会員、本日の卓 

  話ありがとうございました。有村さんお久し 

  ぶりです。                          

 

 

 


