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     会長 有馬宏昭 

  

  来訪者の紹介をいたします。 

 株式会社球磨川下り 代表取締役社

長 瀬﨑公介様です。３月１日は、

球磨川川開き祭りですが、ご多用の

中お見えいただきました。後ほど卓

話いただきます。 

  会長の時間です。今週の月曜日か

ら、水曜日まで姉妹クラブであります、台北稻江ロー

タリークラブ創立32周年記念式典、懇親会に総勢８名

で参加してまいりました。これまでの会長をはじめ訪

問や、来訪時のおもてなしのおかげで、私共の一団も

歓待いただきました。詳細は次回例会にて、新堀純子

幹事から報告いたします。ご期待ください。 

  NHKのワールドニュースを見ていましたら、１か月１

 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」 

万ドルを売り上げる自動販売機があると言っていまし

た。設置場所は、サンフランシスコ国際空港内です。 

ご存知の方、見られた方いらっしゃいますか？ 

答えは、ユニクロのダウンベスト。サンフランシスコ

の沖には、寒流が流れ込んでいます。夏でも15℃から

20℃の時があります。（ですから霧が出ます。霧のサ

ンフランシスコ）１着50ドルとして月に200着ほど売

り上げます。今回の福岡空港台湾行きのチャイナエア

ライン、機内の温度が低く我慢していましたが、浅野

会員の睦子夫人、薄いダウンベストを手荷物から取り

出し羽織っていらっしゃいました。なるほど夏でもダ

ウンベストが売れる理由が判りました。日本みたいに

自動販売機は屋外にほとんどありません。 

にもかかわらず、全米の自動販売機の販売高は年々伸

びています。2017年度２兆4000億円、日本の４兆円に

比べると少ないですが、毎年400億円ずつ伸び続けて

います。背景は人件費の上昇です。ニューヨーク市内

の最低賃金は、時給15ドル。(およそ全米1,660円）自

販機協会長がインタビューに答えておっしゃっていま

した。 

  個人的な趣味の話で恐縮ですが、九州に1台だけの

自動販売機が鹿児島は、吹上浜で有名な南さつま市加

世田にあります。５月の連休の時、砂の祭典より、こ

の自販機を見たいがために、139㎞２時間をかけ行っ

てきました。うどんの自販機です。管理している会社

は製麺会社です。手作りのうどんを入れています。 

２度も脱水機みたいに湯切りします、25秒で出てきま

す。自動販売機ですが、人間味がある機械です。近く

に行く機会ありましたら、ぜひお立ち寄りください。 

  セブンイレブンは、日本で20,733店舗あります。す

べての店舗に設置されているコーヒーの自販機、以前

は、サイフォン小分けの方式でしたが、数時間ごとに

交換しなければならず、メンテナンスが追いつきませ

ん。ポットに入れておく方式がありましたが、店内が

コーヒーのにおいが、店内に充満してしまいます。そ

こで、コンペで小型の自販機を開発、45秒で豆を挽

き、ペーパーフィルターで入れる方式にしました。 

  その機械を２年前に再度改良し、45秒の時間は変わ

らず、10％増量し蒸らす時間を最大限にして香と味を

改善し、多くのファンの獲得につながっています。店

員のメンテナンスの作業を少なく簡単にしたことも選



 ルート高山大地氏コンサートへのお礼状 

・例会変更のお知らせ 熊本中央RC、八代東RC 

④チケット販売 人吉商工会議所より平成31年度民 

 謡民舞九州地区大会4/13～4/14入場券一枚1000円 

 

 

 

 

    委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

【ゴルフ愛好会】      担当 後藤竜一 

・2/23、人吉中央RC創立30周年記念ゴルフ大会にあ 

 わせて開催しました人吉ＲＣ有馬年度第8戦へ、 

 18名ご参加いただきました。優勝は岩下幸司会員 

 でした。 

・第8戦ワンオンチャリティー4100円を人吉ＲＣ奨 

 学基金へ寄附させていただきます。 

・3月ゴルフは3/21春分の日球磨カントリー倶楽部 

 にて開催します。多くの参加をお待ちしておりま 

 す。 

 

【次年度】    次年度ガバナー補佐 中川貴夫 

 明日から２日間、中津市にて次年度会長研修セミ

ナー（ＰＥＴＳ）が開催されます。次年度ガバナー

補佐の私と水野会長エレクトで参加してまいりま

す。後日水野会長エレクトから報告がございますの

で宜しくお願い申し上げます。 

 

【ＳＡＡ】        委員長 加登住亮 

 九州災害被災地地域音楽復興応援事業、人吉第一

中学校吹奏楽ジョイントコンサートチケット販売

（２回目になります）ご協力を宜しくお願いいたし

ます。 

 

【親睦委員会】      副委員長 山田仁法 

 

 

ばれた理由と聞いています。紹介した機械は同じメー

カーです。 

 人吉中央ＲＣ20周年記念式典での講演なさった大瀬

克博さん平成10年には富士電機株式会社の副社長を務

められました。６つ下の弟さんは「くまの校長先生」

大瀬敏昭先生です。 

  セブンイレブン昔は、朝７時から夜11時まででした

が、現在は24時間営業。深夜のアルバイトが集まら

ず、24時間を見直そうとして、今違約金の支払いが問

題となっています。飲食店に限らず、老人福祉施設で

の職員やアルバイト店員の不適切な行動で、企業が窮

地に陥っています。求人で募集しても集まりません。

来たとしても不祥事を起こしSNSで発散する事故に対

して、どう対処していくか、極力機械化し、人の力に

頼る部分については、人の力のお願いするしかありま

せん。 

  働く人に働き甲斐、やりがいのある、世のため人の

ためになっている実感できる職場をどう作っていく

か、喫緊の課題です。 

会長の時間を終わります。 

 

【退会のご挨拶】      原田知一郎様 
 
 長年大変お世話になりました。５年間

頑張って、また戻ってきたいと思いま

す。人吉ロータリークラブの益々の発展

をご祈念申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

 
 
   幹事 新堀純子 

 

①理事会承認事項  

・台北稻江RC創立32周年記念式典参加による稻江ク 

 ラブ会員へのお土産代について（お菓子＠1080円 

 ×会員数40ヶ 43200円）→承認(友愛基金より） 

・山本知枝会員、板﨑幸範会員 退会申し出につい 

 て→承認（3/1付け退会） 

・例会日程変更について（3/29花見例会を4/5へ変更  

 場所：石亭の館）→承認 

②連絡事項 

・3月レート110円 

・人吉RC主催 青少年奉仕委員会出前講座の案内  

 講師；㈱ウェイビー伊藤健太氏、3月6日(月)16時 

 より人吉高校図書館にて 

・2/23(土)に開催されました人吉中央RCの大会誌と 

 お土産が届いております。お持ち帰り下さいます 

 ようお願いいたします。また、翌日の記念ゴルフ 

 参加の方は参加賞がございますので後藤会員へお 

 申し出ください。数名分お渡し出来ていないとの 

 ことです。 

・4月～6月地区内の周年行事をご案内致します。 

 4/20(土)えびのRC創立50周年 えびの文化ｾﾝﾀｰ 

 4/20(土)中津平成RC創立30周年 ｳﾞｨﾗﾙｰﾁｪ中津 

 5/25(土)杵築RC創立50周年 住吉浜ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｰｸ 

 6/8（土）熊本平成RC創立30周年 ANA熊本ﾆｭｰｽｶｲ 

③掲示 

・人吉第二中学校校長毎床様より、人吉RC主催 青少 

 年奉仕委員会心の豊かさプロジェクト、ハンドフ 

＊届け出欠席  宮﨑・渡辺・堀川・堤正・大久保・山賀・葉山 

       宮原・竹長・伊久美・渕田・尾上・中島・小林清 

       大賀・戸高・外山・友永 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

会   員   数   61名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 18名  2/15例会取り止め  

出 席 者 数 43名   

1名   

   外山博之 会員   3日  有村隆徳 会員   26日 

   宮原和広 会員 30日     



 

【セミナー報告】    会長エレクト 水野虎彦    

     国際ロータリー第2720地区  

      2019-20年度 補助金管理セミナー  

                  

〈セミナープログラム〉   2019年2月2日(土） 

               ホルトホール大分 

点鐘 

部門長挨拶・来賓紹介 

ガバナーエレクト挨拶、ガバナー挨拶 

資金推進委員会地区補助金委員会  

休憩 

グローバル補助金委員会ポリオプラス委員会 

平和フェローについて 

質疑応答 

総評 

点鐘 

 

 

ロータリー財団への寄付の種類 
 
年次基金；100㌦以上の寄付者をポール・ハリス・

フェローと言います。３年間利殖に回し、その運用

益を運営費に充てます。３年後に全額プロジェクト

に使われます。 
 
・我がクラブでのＰＨＦは何名？ 31名 
 安達玄一・有馬宏昭・井手富浩・石蔵尚之・川越公弘 

 北昌二郎・小林祐介・増田隆二・宮原和広･大久保勝人 

 山田仁法・山賀勝彦・山口令二・葉山稔洋 

【＋１】 

本田 節・延岡研一・渡辺洋文 

【＋２】 

有村隆徳・中川貴夫・高山征治・和田栄司 

【＋３】 

伊久美寛志・片岡啓一・小林清市・中島博之・武末憲一 

友永和宏・浦田繁喜・愛甲 康・堤 脩・堤 正博 

 

恒久基金；1000㌦以上の寄付者をベネファクターと

言います。基金として積み上げ、元金は手を付けず

にその運用益のみを使用します。 
 
・我がクラブでのベネファクターは何名？ 

 伊久美寛志パスト会長 堤 正博パスト会長 

・我がクラブでの寄付のタイミング 
 ①会長・幹事の就任記念 ②会長・幹事の終了記念 

 ③会葬お礼 ④賀寿お礼 ⑤受勲記念、⑥快気記念     

 ⑦入会○○年記念 ⑧子女の結婚・孫の結婚記念  

 ⑨創立記念 ⑩退会記念 

 ⑪財団委員長から肩をたたかれた記念 

 

使途指定寄付；ポリオ・プラス、グローバル補助金

への搬出金が該当します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区補助金申請するには 

クラブが行うほぼすべてのプロジェクトに対して補

助金が支給されます 
       我がクラブでの補助金を使った活動は 

       人吉ＲＣチャレンジカップ陸上競技大会！ 

１．ロータリー財団の使命に関連していること（人  

  道的・環境保全・教育的支援） 

２．ロータリアンが積極的に関与すること（直接参 

  加し汗を流し、知恵を絞って活動すること 
        チャレンジカップでも汗を流します！ 

３．補助金管理セミナーに出席していないクラブは 

  無資格      今回、水野が出席しました！ 

４．ＭＯＵ（覚書）各種書類を期限 

 ２月末までに提出！次年度・次々年度会長の署名   

５．ロータリー財団地区補助金及びグローバル補助 

  金の「関与と受諾の条件」に沿っていること 

６．補助金額が総予算の半分以内であること  

７．年次基金の寄付額が０クラブは無資格 

８．申請事業は各クラブ１事業とする 

９．算出した補助金額の千円未満は切り捨て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   石蔵尚之 会員   2日    外山博之 会員    6日 

   有村隆徳 会員  12日    中島博之 会員   17日 

 宮﨑智弘 会員  17日    岩下幸司 会員 20日 

 後藤竜一 会員  24日   

 

 

 

 

 

 

 



補助金の対象とならないもの 

1.特定の人や団体などに対する継続的または過度の 

 支援        相手先が変わればＯＫ 

2.土地や建物の購入や建設。（改修は可能） 

3.創立記念式典、娯楽活動などのロータリー行事に 

 関連する経費。地域の人々ではなくロータリアン 

 に恩恵のある事業。 

4.ロータリー以外の団体が主体となって開始した活動 

           ロータリークラブが主催 

5.協力団体などへの使途無指定の現金寄付 

6.既に進行中・完了したプロジェクト 

  継続事業でも対象者または場所が変わればＯＫ 

   

補助金の対象となるもの 

1.創立記念式典での記念事業 

   ※Ｒ財団の使命に沿うものでなければ不可 

2.スポーツ大会の上限20万円までで（障害 

 者対象）可能 食事代は不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グローバル補助金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル補助金による活動の種類 

1.人道的プロジェクト 

①重点分野の１つ、もしくは複数のプロジェクトで 

 あること 

《平和と紛争予防/解決》《疾病予防と治療》 

《水と衛生・母子の健康》《経済と地域社会の発 

 展》《基本的教育と識字率向上》 

②恩恵を受ける地域社会やロータリークラブと協力 

 し立案する 

相手国の受入団体をどうやってコンタクトを取る

か・・・？ 

③グローバル補助金が使い尽くされた後も持続する 

 成果をもたらすものであること 

例）浄水器を設置しても故障や部品供給を自国で調

達出来なければならない   

   

2.ＶＴＴ（職業研修チーム） 

 重点分野の１つもしくは複数のプロジェクトを海 

 外で指導したり、研修したりするチームであり、 

 現地の専門職業人にスキルや知識を提供する。 

例）日本の外科医達がロータリアンをチームリー

ダーとし、現地ロータリークラブと協力し、発展途

上国にある病院の若い医師達に内視鏡手術指導を行

う等の活動 

 

3.グローバル補助金による奨学金 

海外の大学院で６つの重点分野のいずれかに関連す

る分野を学ぶための奨学金を提供できます。 

１年～４年の期間  返済の必要なし 

期間終了後、就職・就学したときローターアクトク

ラブ・Ｅ－クラブ・ロータリークラブへ入会し全世

界の人々の間に良い信頼関係を構築することが望ま

れます。 

 寄付をするということは 世界中の奉仕活動に 

参加しているということ 寄付をするだけでなく、

有効に使うことも考えて・・・ 

        ご清聴ありがとうございました 

 

【プログラム委員会】外部卓話 

 

講師紹介           幹事 新堀純子 

本日卓話をいただきますのは、くま川下り株式会

社代表取締役、瀬﨑公介様です。皆様ご存知のとお

り、ことし1月25日、長年、低迷してまいりました

「くま川下り」の再生と復興という重責を引き継が

れました。古くから観光の柱である、日本３急流の

球磨川を活用した「くま川下り」は、人吉球磨地域

にとりまして歴史、文化的にも貴重な財産でありま

す。この財産を、新たな挑戦と豊かな発想で再び活

性化したい、ひいては人吉球磨地域の活性化にむけ

てご尽力いただいているところです。 

 それでは、プロフィールを紹介させていただきま

す。瀬﨑様は、昭和52年のお生まれで、現在41才。

上天草市松島町のご出身です。立命館大学を卒業

後、有限会社シークルーズに入られ、平成27年に社

長就任。また、熊本県観光連盟理事、熊本県外国人

観光客誘致協議会事務局長、天草四郎観光協会理事

などを務められ、幅広く活躍されておられます。 

それでは、瀬﨑様、お願い致します。 

 

  くま川下り株式会社の経営再建に向けて 

Profile 

瀬﨑公介 株式会社シークルーズ 

代表取締役 

1977年生まれ 41歳  

熊本県上天草市松島町出身 

立命館大学 経営学部卒 

海事代理士 
 
2001年 4月 有限会社シークルーズ入社 

2004年12月 常務取締役就任 

2015年 4月 代表取締役就任 

（公社）熊本県観光連盟 理事 



熊本県教育旅行受入促進協議会 会長 

熊本県外国人観光客誘致協議会 常務理事 

（一社）天草四郎観光協会 理事 

その他 公職多数 
 
家族：妻と1男2女 

趣味：旅行、グルメ 

座右の銘：有言実行 

 

Ⅰ．新組織体制のご案内 

役  員 代表取締役 瀬﨑公介 

    取締役営業部長 中川知洋 

    執行役員 経営管理部長 本永敬三 

管理職 運航課長 藤山和彦 渉外課長 大底俊之 

船  頭 上村富士夫 横谷正美 若竹昭彦 

       松田良介 福永美知信 

 毎床和彦 蓑田賢佐 伊藤稔 

総  務 尾方祥悟 土肥望   

 

Ⅱ．新シンボルマークのご紹介 

昨年9月からスタートした業務提携交渉及び締結を進

める中で一番感じたのが強烈なマイナスオーラ 

     くま川下りの印象 

  元気が無い・雰囲気が暗い・古臭い 

再建をするにはまずイメージを変える必要がある 

 

くま川下りの客層を分析すると団体は多いが個人客

が異常に少ない。何でだろう？  

それは今の時代にあったブランディングが欠けてい

るから  じゃあ会社のCIを刷新してみよう！ 

 

 人吉の観光のイメージは？  

   球磨川下り  観光列車 

 シークルーズのイメージは？ 

   イルカ  おしゃれなクルーザー 
 
それをデザインしたのは？ 
 
ドーンデザイン研究所  

代表取締役 水戸岡 鋭治氏 

 

JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 

九州」や 「SL人吉」･「かわせみや

ませみ」「いさぶろうしんぺい」など肥薩線を走る

観光列車を始めとする全国各地の列車や建築物のデ

ザインを手掛ける工業デザイナー 
      
  メインシンボルマーク 

 

 

 
 
  日本遺産・球磨川・あゆ・川下りをイメージ 

 

  球磨川下り 社名ロゴ 

 

 

 
 
   くま川下りから球磨川下りへ 

 

 

    球磨川下り ロゴ 

 

 
 

         用途に応じて使い分けが可能 

 

Ⅲ．今年度の戦略 

①WEBサイト・パンフレットの刷新 

 

 

現在のWEBサイト・パンフレッ

トはとてもレトロなデザイン  

→ デザイン性を高める必要性

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

新ロゴを使ってポップなイメージへ 

      新WEBサイトは3月下旬オープンの予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年は熊本ディステネーションキャンペーンがあ

るから人吉はチャンス！ラグビーW杯・女子ハンド

ボール世界大会が熊本で開催！たくさんの追い風

を生かしながら集客に邁進します！ 

スタッフ全員で再建に向けて全力を尽くしますの

で 

新生くま川下りを今後とも宜しくお願い致しま

す！ 

 

 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・原田知一郎様 長年大変お世話になりました。5 

 年程学費資金繰に取り組みます。取りあえず退 

 会します。皆様のご活躍を祈念いたします。5年 

 を目途に帰ってきたいと思います。その節は宜 

 しくお願いします。お元気で‼      

・愛甲会員 瀬﨑様の御来訪ありがとう御座いま 

 す。私は御父様と旧知の仲で、天草でプレ 

 ジャーボートで大変お世話になりました。又、 

 球磨川下りの件、今後とも宜しく御願いいたし 

 ます。                 

・北会員 瀬﨑公介社長、本日の卓話ありがとう 

 ございました。また本日は新体制で開催されま 

 した川開き祭おめでとうございます。県南観光 

 振興に供に頑張りましょう。本日のご来訪あり 

 がとうございました。          

・有村会員 くま川下り社長、瀬﨑さんの来訪を 

 歓迎します。              

・新堀幹事 瀬﨑社長、卓話ありがとうございま 

 した。人吉球磨に新しい風を吹かせて下さい。 

 期待してます。             

・有馬会長 くま川下り株式会社 社長 瀬﨑様、 

 貴重なお話を有難うございました。八代RC岩橋 

 幹事ご来訪ありがとうございます。    

・岩井会員 原田君をよろしくお願いします。 

                     

 

〈人吉RC奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 第8戦2月コンペチャリティーと 

 して                  

 

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

②運航ダイヤ・料金の大幅な改正 

これまでの運航ダイヤは平日と土日で出航時間が 

違いました。お客様にとって分かりにくいと思いま

す。 

 → 平日･土日に関係なく同じ出航時間に統一し 

   ます。 

球磨川下りの乗船料金でビックリしたのが0歳も有

料！ 子供連れの家族が少ないのは当たり前！ 

 → 子供料金の値下げ。3歳未満は無料に。 

 

③舟のリノベーション 

川下り舟は良くも悪くも年月を感じる古い木造船。 

でも手を加えれば十分綺麗になります。 

 → 業務提携を活かしシークルーズマリーナで 

   再生！ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④最少催行人員の変更 

現在は1隻につき最低6名以上いないと出航が出来ま

せん。団体客はともかく個人のお客様は出航できる

か不安で申し込まないのでは？ 

 →準備が整い次第、最少催行2名様に変更致します 

 

⑤球磨屋ブランドで経営の多角化 

 今回、水戸岡鋭治先生からの提案で多角化経営を  

 目指すことに 

  焼酎・お菓子・グッズ・Tシャツ・etc 

 

「球磨屋」ブランドで一緒に商品を作って頂ける 

 企業様を大募集！ 

 その他にもまだまだ仕掛けを計画中！ 

 

 

総合的なブランド 

「球磨屋」でオリジナル

商品等を開発！ 


