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      会長 有馬宏昭  
 

 皆様こんにちは、木上湯前線を車

で走っていましたら、道路わきの早

咲きの梅が咲いていました。 

 来週４日は立春です。受験生を待つ

ご家族もあると思います。健康に留

意なさって、サクラサクの吉報を祈

念しています。 

 会長の時間です。 

 先日書店で、週刊東洋経済を読んでおりましたら、

ゴルフざんまいというゴルフのコラム欄が目に入りま

した。「世界の青木」の青木功さんが寄稿なさってい

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

ました。練習せずに、少しでもうまくなりたいと思っ

ていますので、購入し読みますと、熊本震災のボラン

ティアで熊本に来ておられ時の話です。 

 「青木功ジュニアクラブ」で子どもたちを指導な

さっており、子供たちに大切にしてもらいことが２つ

ありますと書いておられます。皆さん、世界の青木が

こどもたちに伝えたい２つのことは、何だと思います

か。 

 実は、私は小学４年生から大学卒業するまで剣道を

やっておりました。剣道で言われていた大切なことと

同じでした。そこで、本日会長の時間で披露したいと

思った次第です。 

 それは、「挨拶とグリップ」でした。 

 まず、挨拶は「相手にわかるようにはっきりとわか

るように挨拶すること」です。剣道は、礼に始まり礼

に終わるといわれますので同じです。グリップはどう

してかと言いますと、ゴルフではクラブでボールをた

たきますが、その体とクラブの接点はたった一か所、

グリップ。だから大切ですと書かれていました。剣道

でも、竹刀で相手も打突しますが、その接点はグリッ

プ剣道では手の内と言いますが竹刀の握り方です。 

どう握るかと言いますと、左手の小指と薬指でしっか

りと握るということです。宮本武蔵の五輪の書を引っ

張り出し確認しましたら、水の巻で「親指と人差し指

は浮かすように持ち、中指はしめず、緩めず、薬指と

小指はしめるようにして持つのである。」と記してあ

ります。 少し自慢ですが、手相を見てもらった時に

指摘され気づいたのですが、左手の小指と薬指は右手

に比べ小さいです。小学生の頃が特に毎日稽古してい

ましたのでそうなったと思います。 

 よく手の内を明かすと言いますよね。ロータリーで

は１業種１人と言われていました。精神は変わらない

と個人的には思っていますが、他業種から学ぶのも

ロータリークラブの魅力の一つです。本田節委員長と

新堀純子幹事の知り合いにロータリークラブのおすす

めに例会終了後出向きます。この人はいいなと思う方

へのお声掛けをぜひ、お願いいたします。 

会長の時間を終わります。 

  

 
 



し、より良きサーヴィスを提供することこそ職業奉

仕となることを記しています。 

 また、次のページにはハーバート・テーラーとい

う過去のRI会長が4つのテストを厳しく適用した結

果、お客様の信頼、信用を得、競争相手も好意的な

態度の変わり、会社の発展につながった。とも記し

ています。ロータリーでは、利益をあげようと思っ

て職業奉仕するのではありません。天職を通じた

サーヴィス（職業奉仕）、相手のことを考え、皆の

ためになるように、そういう職業活動をする。それ

がビジネスの繁栄につながるという考えです。とし

ています。 

 次ページ以降も私の職業奉仕について多くの記事

がありますので、お読みになって下さい。 

 18ページからは人と動物の優しい関係と題し、動

物にまつわる活動の紹介です。 

 縦組みでは、4ページに日本でいちばん大切にし

たい会社という記事があります。「人を大切にする

経営学会会長」 坂本光司さんの記事ですが、まさ

に職業奉仕野の考え方とリンクする企業像を初会さ

れています。 

 クラブを訪ねては、小倉東ロータリーの紹介 

 13ページからの友愛の広場では次の次のページの

総社吉備路 秋山様の私とロータリーのロータリー

に入ってよかったこと、悪かったこと。は、共感で

きるところも多くなるほど、と読ませていただきま

した。 

 17ページで友42年間200円の価格据え置きに驚

き!! にはそのまま驚きました。 

 24ページからのロータリーアットワーク、池田く

れはロータリーの創立35周年記念で大相撲の秋巡業

を招致した記事には驚き読ませていただきました。 

 今月号にも公共イメージ委員会投稿の3000前回記

念例会の記事の掲載はありませんでした。8月後半

から10月半ば程の記事の掲載となっているようなの

で、2月号には掲載されるかと楽しみにしていま

す。 

  

【寄付カード】 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 新会員の皆様、会員の皆様へ財団寄付 

 のお願いをしていますので100＄寄付させて頂き 

 ます。今年度、皆様一人当たり150＄目標を達成 

 して頂ければ幸いです。 

 私は来年度ガバナー補佐をさせて頂きますので、 

 マルチプル+３を頑張ります。       

・中村会員 去年の末(12/22)キッチンカーが出動 

 された際、我社の新米を使って頂いておりますの 

 で、又、中川財団委員長より150＄寄付してとお 

 願いされましたので寄付いたします。来年度には 

 ポールハリスになる準備をいたします。   

 

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

 

   幹事 新堀純子 

 
 
①連絡事項 

・人吉RC後援の九州災害被災地地域音楽復興応援事 

 業（3/23人吉ｶﾙﾁｬｰﾊﾟﾚｽ）ジョイントコンサートのチ 

 ケット販売とポスター掲示のお願いがきておりま 

 す。皆様ご購入を宜しくお願いいたします。 

・忘年会例会で一度回収しましたロータリーの友12 

 月号をお持ち帰りください。 

・地区事務所移転のお知らせ 

 第2720地区 地区事務所 

 〒860-0807 熊本市中央区下通2‐7－7 ｱｰﾙﾃﾗｽ4Ｆ 
  ※電話･ＦＡＸ･メールアドレスの変更はありません 

②掲示物 

 例会取り止めのお知らせ 

 熊本東RC・熊本西RC・八代東RC・熊本東南RC 

 

 

   委員長 馬氷愼哉 

 

【雑誌委員会】 

      ロータリーの友１月号紹介 
 
            紹介者 後藤竜一委員長 

  今月号は、職業奉仕月間というこ

とで特集はじめ、職業奉仕に関する

内容がふんだんとなっています。 

 まず横組5ページには、同じ2720地

区より八代南RCのポリオ撲滅活動協

力のVSOPが紹介されています。 

 8ページからの「職業奉仕とは何か」の記事は、非

常にわかりやすいなと思いましたのでご紹介いたし

ます。中段ほどに、職業を通じた奉仕なのだから、

弁護士が無料の法律相談をするとか、ドクターが無

医村で無料診療をするとか、かと思っていました。 

しかしながらそれはロータリーでは社会奉仕だと。 

ロータリーはアメリカ発祥なので、英語で言う

vocational serviceを訳した時の概念の差が解りに

くくしている。としています。奉仕の意味を広辞林

で引くと、仕えまつる、自己の利害をはなれて長上

の者や公共のためにつくすこと。とのことで、ロー

タリーの職業奉仕とはならないとのこと。一方原

語、英語のサーヴィスはほかのもののためになる行

為となると記しています。また、職業は英語でオ

キュペーション、ヴォケーションは天職、天から、

神様から与えられた世の中のためになる職業とのこ

とで、ヴォケーショナルサーヴィスでロータリーの

職業奉仕となるそうです。この後、初期ロータリー

の指導的人物の話などを引用され、各々の職業全う

＊届け出欠席   延岡・葉山・大賀・宮原・青木・北・友永・岡 

        村田・尾上・板崎・小林清・原田・村山・渕田  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 15名  1 / 1 1 例 会 74.60％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数   0名 

1名 修 正 出 席 率 74.60％ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

      第２回クラブ協議会 半期報告 後半 

 

【キッチンカー管理運営委員会】 
委員長）本田 節  副）中川貴夫 

 委員）葉山稔洋  

 熊本地震発生から2年9ヶ月が経ちました。まだま

だ多くの被災者の皆さんは仮設住宅での暮らしを強

いられており、復旧・復興に時間がかかりそうであ

ります。計画通り毎月1回程度、仮設住宅に命の

ロータリーキッチンカーを走らせ、被災者との

“食”の交流を通じて、心身の癒しに少しでも寄与

しているのではないかと思います。 

 昨年の12月22日には、益城町の東道団地に出向き

住民の皆さんとお正月用の餅つきをし、楽しく交流

をさせていただきました。仮設住宅の皆さんも大変

喜んでいただき、年の瀬の和やかな１日でした。 

 また、12月23日には八代東ロータリークラブの要

請があり、親のいない施設の子ども達とロータリア

ンが用意した農園で収穫祭をやり、おいしい豚汁と

炊きたての御飯とぜんざいで和やかに交流をしてま

いりました。 

 2月9日には、益城町の小池島田仮設団地に出向

き、交流をすることになっております。このよう

に、地域社会に奉仕ができるキッチンカー出動は広

く公共イメージ向上にも繋がるのではないでしょう

か。また、ロータリアンではなく地域のボランティ

アグループや地域づくりの皆さんそしてロータアク

トとも連携し、地域貢献ができることは大変意義が

あると思い今後もキッチンカーを出動して参りたい

と思います。多くの皆さまのご支援に感謝します。 

 

【職業奉仕委員会】 
委員長）石蔵尚之 副）内藤靖雄 

 委員）青木一幸 宮﨑智弘 塚本哲也 堤 正博 

        山本知枝 

 今年度前半は地区セミナーへ参加し、職業奉仕に

ついて学ぶ機会がありました。7月14日(土)はホル

トホール大分において地区管理運営・職業奉仕合同

セミナー、また9月29日(土)は熊本県民交流会館パ

レアにおいて職業奉仕研修セミナーに水野副会長、

新堀幹事と共に参加して参りました。家庭集会は11

月14日(水)に青少年奉仕委員会と合同（計9名）で

開き、親睦を深め、今後の委員会事業計画を確認し

たところです。 

 事業は今年度後半に集中しており、まず、2月1日

例会は職業奉仕月間「外部卓話」として人吉しごと

サポートセンター長の松山真一様をお招きしまし

た。 

 続きまして4月19日は職場訪問例会。訪問先は当

委員会メンバーである堤正博パスト会長の会社、繊

月酒造様です。以前、焼酎蔵オープンを機に訪問さ

れたと伺いましたが、私を含めて新会員も増えまし

たので再訪問をご相談いたしましたところ快くお引

き受けくださいました。 

 最後は5月10日の優良職員表彰です。昨年度（11事

業所・13名）と同様、被表彰者数は10数名を予定し

ておりますが、職員の方には仕事の喜びを再認識し

ていただき、ロータリー活動を知っていただく絶好

の機会になるものと思いますので、多くのご推薦を

お待ちしております。 

 

【環境保全委員会】 
委員長）増田隆二 副）堀川匠太 

 委員）山口令二 大久保勝人 小林祐介 戸髙克彦 

        平田フク 山田仁法 

 8月16日のクリーン作戦で城内護国神社周辺の清掃

を行いました。9月28日には早朝例会でふるさと歴史

の広場の清掃活動を行い、いずれも多くの方に参加

していただき、ありがとうございました。今後3月に

環境保全委員会での外部卓話を予定しています。現

在、講師の先生をあたっています。ご希望等ありま

したらお知らせください。また、4月下旬の人吉お城

まつり後のクリーン作戦に参加のほどよろしくお願

いします。 

 

【地域発展委員会】 
委員長）渕田秀雄 副）有村隆徳 

 委員）愛甲 康 北昌二郎 板井英朗 岩井和彦 

        中村太郎 

 地域発展功労者の表彰；10月26日例会において地

域の読書環境の整備や読み聞かせ活動をされておら

れる「やまえおはなしグループ おひさま」様を表

彰致しました。代表の尾方様から活動報告と読み聞

かせを披露して頂きました。 

 

【青少年奉仕委員会】 
委員長)鳥井正徳 副）葉山稔洋 

委員）竹長一幸 岡啓嗣郎 漆野智康 

「青少年の健全な成長を後押しする」という方針を

もとに活動を続けていますが、活動計画に挙げてお

りました2つの事業についてお知らせ致します。 

(1)活動③の音楽を通した“心の豊かさプロジェク 

 ト”事業として、2月12日(火)人吉第二中学校で音 

 楽家 ハンドフルートの高山大和さんをお呼びして 

 開催致します。 

(2)活動④の高校生への進路選択への支援事業とし 

 て、3月4日(火)人吉高校で「人高フォーラム」を 

 開催致します。世界経済フォーラムの下部組織コ 

 ミュニティからウェイビー代表の伊藤健太さんを 

 東京からお呼びし出前授業を実施してもらうもの 

 です。人吉高校図書館にて午後4時からですので皆 

 様の参加をお願いします。 

 

【ローターアクト委員会】 
委員長）永尾禎規 副）板﨑幸範 

 委員）武末憲一 水野虎彦 原田知一郎  

        尾上暢浩 村山能史 

 人吉RACは現在15名で活動しております。 

 10月の人吉RCチャレンジカップ陸上競技大会へボ



ランティア協力致しました。11月の人吉産業祭では

フリーマーケットを出店、その売上金は義援金とク

ラブの活動資金へ使わせていただきます。商品のご

提供を頂き有難うございました。会員増強について

は今後も力を入れていきますが、ぜひ皆様のお知り

合いのご紹介を宜しくお願い致します。 

 

【国際奉仕委員会】 
委員長）和田栄司 副）渡辺洋文 

 委員）川越公弘 友永和宏 安達玄一 

        宮原和広 井手富浩 

 2月26日台北稻江RC周年行事参加、韓国慶山RC青少

年交流ホームステイについては会長と幹事にお任せ

きりで本当にすみません。現在上記２か国との交流

が主な国際奉仕ですが、ロータリーは交流だけでな

く行動する国際奉仕を考えていると思います。例え

ば渡辺年度に行った学校建設の補助金をよそのクラ

ブとマッチングで行うなど、世界の人道的奉仕を行

おうとの考え方が出てきております 

 そこで、人吉RCは今からどこへ進んでいくのか、

国際奉仕アンケートを作成し、皆様の忌憚のないご

意見とご要望をお聞きしたいと思います。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

【米山記念奨学委員会】 
委員長）浦田繁喜 副）浅野 強 

 委員）片岡啓一 髙山征治 大賀睦朗 

○前半期の寄付状況  

普通寄付  192,000 

特別寄付  150,000 

カード寄付  55,000 

        合計397,000 

会員皆様の暖かい御寄付、誠にありがとうございま

す。後半も引き続き宜しくお願い致します。 

○委員会活動状況 

(1)地区セミナーへの参加 

年度始めの8月5日(日)、地区米山記念奨学セミナー

に、会長・幹事さんと共に参加致しました。講演は

米山親善大使として米山学友でもありますモンゴル

出身の「エンフボルト・ドルトヤ」さんでした。彼

女は米山学生時代に培った米山精神をいかんなく発

揮して実践・実行されており、日本と祖国そして世

界と結ぶ「懸け橋」として、更にはロータリー運動

の良き理解者となって、各地で活躍されています。

非常に感銘深い講演でした。 

(2)家庭集会 9月12日 願成寺(田）に於いて開催。 

(3)米山奨学生の招待事業 

10月12日(金)米山記念奨学例会において、米山奨学

生 翁 力棟(ｵｳ･ﾘｷﾄｳ）君(熊本大学薬学部修士課程2

年生）、そしてカウンセラー熊本東南RC山田公也(ｺｳ

ﾔ)（地区米山記念奨学生選考委員長）が同伴来訪、

翁力棟君に卓話をして頂く。日本留学の目的・学生

生活・米山学生になってからの事・日本留学の成果

等々、非常に興味ある彼の人柄がうかがわれる卓話

でした。なお、彼は3月には日本の製薬会社に就職が

決定している。 

 

 

 

【ロータリー財団委員会】 
委員長）中川貴夫 副）小林清市 

 委員）伊久美寛志 中島博之 山賀勝彦 

 有馬年度になりまして、半年が過ぎようとしてお

ります。ロータリー財団委員会の計画も順調に進ん

でおります。ここ数年R財団委員会には100万＄食事

からの予算が戴けて無い状態であり目標達成に叶っ

ておりませんが先輩たちが積み上げてこられたR財

団資金を減らすことなく若い会員にR財団の意義を

わかって戴き財団寄付をお願いして要るところであ

ります。現在、葉山会員がマルチプルポールハリス

フェロー＋1を、石蔵会員がポールハリスフェロー

を達成していただきました。 

 また、愛甲会員もR財団寄付をして戴き間もなく

マルチプルポールハリスフェロー＋5となられる予

定です。送金をして約1～2ヶ月かかりますのでピン

バッジが間もなく届くと思います。また、他の会員

にもあと少しで1000＄になられる方々がいらっしゃ

いますのでお願いいたしております。 

今年の財団目標が一人当たり150＄と地区より依頼

が来ておりますのでまだ1000＄未達成の若い会員に

寄付を積極的にお願いしてまいります。特別寄付と

一般寄付が9600＄になりますと目標が達成できます

ので合わせて宜しくお願いいたします。 

現在、ポリオ撲滅に「あと、少し！」で頑張ってお

りますので理解戴きご協力を宜しくお願いいたしま

す。 

 

【人吉RC奨学基金委員会】 
委員長）鳥井正徳 副）堤 修 

  委員) 片岡啓一 岩下幸司 馬氷慎哉 

○平成31年度人吉RC奨学生候補の申請書及び推薦書

が届きました。人吉高校5名、球磨工業高校3名の計

8名です。これまでは6名でしたが、奨学生の増員を

認めてもらいましたので8名となりました。申請

書、推薦書を添えて2月の定例理事会にお図りし、

認めていただく予定です。認めていただきました

ら、その後全会員の皆様に作文を添えてお知らせい

たします。 

○人吉高校の現奨学生４名は卒業しますが、進路実

現に向けて頑張っている様子を知らせる作文が届い

ています。奨学生として誇りを持って頑張っている

ようです。 

○奨学基金半期(7月～12月）の収入は、カード、ゴ

ルフチャリティー、特別寄付、一般寄付を合わせて

309,240円となっています。御協力に感謝申し上げ

ます。 


