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   会長 有馬宏昭  
 

 来訪者の紹介をいたします。人吉しごとサポート

センター松山真一センター長です。後ほど卓話いた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 会長の時間です。私の新入社員の頃出会った、あ

る社長のお話をさせていただきます。 

 昭和５５年、１９８０年、日動火災海上保険株式

会社に入社、入社二年目で浜松支店に配属になりま

した。代理店を作り指導育成し、営業成績を上げる

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

ことが当時わたくしの仕事です。学生気分が抜けき

らないのか、営業成績が上がらず、会議で先輩から

叱責され自信を無くす毎日でした。 

 ある日、年配の代理店さんと、浜松近郊の菓子を

作る機械の製造工場を火災保険更新の目的で訪問し

ました。対応いただいた社長から「損害保険の仕事

は、世の中にとって大切で、将来発展するやりがい

のある業種ですよ」と励ましていただきました。こ

の仕事やっていけるだろうかと思っていましたの

で、この励ましの言葉を今でもありありと思い出し

ます。 

 社長のお名前は、鈴木喜作さん。会社の名前は、

鈴茂器工株式会社です。仙台に「萩の月」というお

菓子があります。当初手作りでしたが、三菱瓦斯化

学と３年に亘り開発した、脱酸素剤を袋に入れ、鈴

茂器工の充填機でカスタードクリームを入れ、ビ

ニール包装、小箱に個包装。オートメーションで、

防腐剤のない安心安全なお菓子を作りました。おい

しくて、安全です。東亜国内航空（現在は、JALに

統合）仙台、福岡便開通にあたり、機内で提供され

るお菓子「萩の月」が採用されます。 

そのことで知名度が上がり、仙台を代表するお土産

になっていきます。 

 話は戻りますが、鈴木喜作社長には夢がありまし

た。お米を食べる文化の復活です。GHQの政策で、

アメリカの小麦粉（所謂メリケン粉）が学校給食に

採用され、子供たちにパン食が浸透、コメの消費量

は減少して行きます。政府は「減反政策」を実施、

米作を辞めたら補助金を出すのです。日本の原風景

である農村が壊れ無くなっていくことに我慢できな

かったのです。馴染みのすし屋で、大将が握るこの

すしを機械でできるようになれば、コメの消費が増

えるのではと思い、１９８１年世界で初めて「寿司

ロボット」を世に出します。 

 初めてお会いしたにもかかわらず、私におにぎり

ロボットを実演していただきました。また、今開発

していてもうすぐ商品化すると「ライスプレート」

なるものを見せていただきました。今日買ってきま

した。ハンバーガーのバンズの代わりにライスプ



 ロータリー研究会が開催され、基調講演での 

 セッションで中川会員のご子息2720JAPN O・ 

 KロータリーEクラブ所属中川宝星氏が発表さ 

 れた事が掲載されています。 

・今月の例会行事を案内していますのでご確認 

 ください。 

 

   

  委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

【ゴルフ愛好会】     担当 後藤竜一 

・１月ワンオンチャリティー3800円を人吉RC奨 

 学金へ寄付します。１月の優勝は、私 後藤 

 でした。 

・２月ゴルフは人吉中央RC30周年記念ゴルフと 

 合わせて開催します。表彰は後日例会で行い 

 ます。多くの参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】      委員 北昌二郎 

レートを使った商品、モスバーガーのライスバー

ガーです。 

 昨日のお昼は「すき家の牛丼」にしようと思い、

息子と二人で行きますとドライブスルーには７台く

らい並んでいました。中の方が早く食べることがで

きるかなと思い入店しました。高校の野球部員２０

名くらい、外回りの営業マン８人、家族連れ２組ほ

ぼ満席状態。お店の方は２名で切り盛りしていま

す。ごはんの量もミニ、並、メガ盛り、キング盛り

とあり、客の様々な注文に対応、見事さに感心して

しまいました。丁寧な対応でした。厨房を見ます

と、秤が見えましたので、手盛りなのかと思い会計

の時、「手盛りですか？」伺いました。「いえ、機

械盛りです。」SUZUMOさんですか？と伺いますと、

「ちょっと見てきます」と厨房に、帰ってこられ

「SUZUMO」ですとのこと。世界中に米食文化を広め

たいという、一人の思いと覚悟が、開発から４０

年、日本のみならず世界に広がりました。 

 本日、卓話においでいただきました。松山真一所

長は素晴らしい実績をお持ちの方です。再び物心と

もに「日本で一番豊かな隠れ里人吉」の実現にサ

ポートくださいますよう祈念いたします。 

会長の時間終わります。 
 
 

 

   幹事 新堀純子 
 

①理事会承認事項 

・原田知一郎会員退会の申し出 

・第５期人吉RC奨学生の承認 

 （人吉高校5名、球磨工業高校3名の計8名） 

・人吉よさこい祭り協賛金のお願い 

 パンフレット名入れ5000円×2口を予備費より 

・3月23日開催 熊本第6グループIMクラブ負担金 

  1人2000円は会員負担とする。懇親会参加費 

 5000円を予備費から一人2000円補助。 

・韓国慶山RC第15次姉妹締結調印を平成31年5月 

 24日の人吉RC例会に於いて行うこととする。 

②連絡事項 

・2月レート110円 

・2月15日(金)国際ロータリー第3661地区第2720 

 地区ローターアクト両地区親善交流会が大分に 

 て開催→希望者は事務局まで 

・3月23日(土)熊本第6グループIMプログラム水俣 

 市「あらせ」にて開催→ご案内いたしますので 

 早めの出欠回答をお願いします。 

・熊本北RC創立40周年記念式典のご案内  

 3月23日(土)熊本ホテルキャッスルにて開催 

・3月31日(日)地区研修･協議会開催のご案内 

 ホルトホール大分にて→該当者の方はご出席を 

 宜しくお願いします。 

・R財団・米山寄付の確定申告用領収書について 

 →今月の請求書に同封しておりますのでご確認 

 ください。 

・ロータリーの友1月号の補足です。24ページ 

 11/20に神戸ポートピアホテルにて第47回 

＊届け出欠席  中川・丸尾・堤正・中村・竹長・寶代・友永 

       延岡・大賀・漆野・堤脩・渕田・山田・村山 

       外山・小林清・尾上・有村  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

＊メークアップ 1/12 地区研修会；中川 

   大久保勝人会員 1日  漆野智康 会員   7日 

    内藤靖雄 会員  7日    中村太郎 会員   19日 

    武末憲一 会員 27日   

   伊久美寛志会員  5日    山賀勝彦 会員    7日 

   山口令二 会員  22日    有馬宏昭 会員  26日 

 村山能史 会員  16日     

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 18名  1 / 1 8 例 会 72.58％ 

出 席 者 数 43名 補 填 数  1名 

1名 修 正 出 席 率 74.19％ 



【職業奉仕委員会 】  

 

         外 部 卓 話               

   

講師紹介               委員長   石蔵尚之 

 本日卓話をいただきますのは、昨年１２月に開

所した人吉しごとサポートセンター（通称ヒット

ビズ）のセンター長、松山真一様です。創業や事

業拡大など相談業務にお忙しい中、快くお引き受

け下さいました。本日はクイズ形式を中心としな

がらお話いただき、発想の転換を促し、私たちの

頭を柔らかくしていただけるものと期待しており

ます。 

 プロフィールをご紹介させていただきます。松

山様は岐阜県のご出身です。名古屋大学大学院工

学研究科をご卒業後、日本航空、ジェットス

ター・ジャパン、ＪＡＬインフォテックといった

航空業界に長く在籍されていました。また、東京

芸術大学や桜美林大学の客員教授として社会事業

マネジメントやＩＣＴ（情報通信技術）などに関

する講義を受け持ってこられたほか、ジェイカ

レッジなどのセミナーを主催され、実は以前から

全国の中小企業の支援活動にも取り組んでこられ

ました。 

 お歳は６４歳。とても若々しいという第一印象

です。ご趣味はテニスと読書。「真之助」という

ペンネームもお持ちです。現在は単身赴任。それ

では松山様、宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    やってみっばい！ 

  ヒットビズは、お金は出せませんが、 

  知恵は出し放題です。 

  無料で、何回でもご相談できます。 

  コストをかけず 強みをいかし 

  ターゲットを絞り 人の心を動かして、 

  行動してもらう工夫をします。 

  相談者さまと一緒になってどこまでも 

  伴走します。 

 

     ヒットビズ・ビジネスセミナー 
12月 永井孝尚さん 100円のコーラを1000円で売る 

１月 田中靖浩さん No1会計士  

２月 小松 易さん 日本で唯一の かたづけ士 

３月 高野 登さん 世界一のホテルを支えた人 

４月 白駒妃登美さん 博多の歴女  

５月 立川晴之輔さん ガッテンの一番弟子さん 

６月 加藤昌治さん 博報堂、アイデアの達人 

７月 福井博一さん 岐阜大学副学長 バラの権威 

８月 高萩徳宗さん 顧客対応のプロ 

９月 橋下和恵さん 日本一の店頭販売員 

10月 小林嘉男さん アドラー心理学第一人者 

11月 佐藤伝さん 行動習慣の達人一人ビジネス師範 

12月 仲山進也さん 楽天大学学長 

 

 

   ヒットビズ・お役立ちセミナー（予定） 

・オリジナル  LINE スタンプ制作講座 

・キャッシュレス時代の超入門講座 

                 （QRコード決済） 

・しつもん会議ファシリテーター養成講座 

・仕事と人生を楽しくする言葉の因数分解講座 

・感動ムービー制作講座 

・かんたんHPができちゃうよ講座 

 

 本日は貴重な機会をいただき 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄付カード】 

〈Ｒ財団委員会〉 

・石蔵会員 人吉しごとサポートセンターの松山 

 センター長にはご着任早々、卓話をいただき誠 

 にありがとうございました。ご来訪を記念し 

 て。                 

・本田会員 松山様、本日の卓話ありがとうござ 

 いました。先日もご一緒させていただき、今後 

 のまちづくりに希望が湧きました。宜しくお願 

 い致します。             

               

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米寿に限りなく近づきました。今 

 月中に体内にカメラを入れて検査をいたしま 

 す。                 

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 有馬年度第７戦1月コンペチャ 

 リティーとして            

 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・石蔵会員 松山センター長、楽しいお話をあり 

 がとうございました。頭も身体もリラックスで 

 きました。                           

・新堀幹事 松山センター長、卓話ありがとうご 

 ざいました。                         

・山賀会員 誕生祝をいただきました。    

・武末会員 結婚記念祝いありがとうございまし 

 た。                 

 

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 


