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 会長の時間です。 

 本日の例会、平成最後の例会でご

ざいます。ご案内の通り、令和に

なった２０２４年（令和６年） 

１１月１日に新紙幣が発行になり

ます。千円札は野口英世から北里

柴三郎になります。 

 今週２４日のヒットビズセミナーで、白駒妃登美

さんの講演がありました。白駒さんの著書を読み、

北里柴三郎さんのことを学びました。披露させてい

ただきます。生まれは、１８５３年１月２９日（嘉

永５年１２月２０日）現在の阿蘇市小国町生まれ。

武士の娘である厳しい母親のしつけで、８歳から２

年間、漢学者の伯父に預けられ四書五経を学んだそ

うです。１８６９年細川藩時習館に入寮しました

が、翌年廃止になったため、熊本医学校に入学、マ

ンスフェルトに出会い、医学に目覚め、特別に語学

も学びます。明治８年に現東京大学医学部へ進学、

その後長与専斎が局長の内務省衛生局に就職。 

 明治１８年にはドイツベルリン大学に進学。 

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

コッホに指示します。明治２３年には破傷風菌抗毒

素を発見しさらに血清療法も開発。同僚のベーリン

グとジフテリアに血清療法を応用。留学期間を終え

ると、世界中からお呼びがかかります。ケンブリッ

ジ大学からも細菌研究所所長に就任してほしいと依

頼されますが、当時医療後進国の日本を改善したい

と帰国します。東京大学の恩師の研究に対し事実を

述べたため、帰国後、東京大学医学部と対立する形

になり、不遇を受けます。半年以上無職の状態で

す。 

 元衛生局長の長与専斎から事態を聞き及んだ福沢

諭吉の援助で伝染病研究所を開設。しかしながら、 

１か月もしないうちに手狭、となり、移転先が近隣

の住民から猛反対を受けます。福沢諭吉は息子の住

宅を伝染病研究所の隣に建設し、安全性をアピール

し予定通り建設になりました。柴三郎はこのご恩を

忘れません。 

 明治２７年には、ペストが蔓延した香港に派遣さ

れます。そこで病原菌のペスト菌を発見するという

業績を上げます。 

 大正３年、北里に相談もなく国立伝染病研究所は

内務省管轄から、突如文部省に移管されたため、こ

れに反発し、私立北里研究所を設立。狂犬病、イン

フルエンザ、赤痢、発疹チフスなどの血清開発に取

り組みます。明治３０年弟子の志賀潔が赤痢菌を発

見した際、共同研究者である、北里は、発見の手柄

をすべて弟子のものにします。明治３２年、アメリ

カのフレキシナー博士が赤痢兼研究のため来日した

際、通訳として野口英世を抜擢。この縁で、野口英

世２４歳で渡米。野口英世の世界への道を切り開い

たといえます。福沢諭吉の葬儀に参列した柴三郎は

弔辞の中で「報恩に期す」と誓います。 

 １９１７年（大正６年）諭吉の恩義に報いるため

無報酬で慶應義塾大学医学部を創設、初代医学部

長、付属病院長になります。教授にはハブの血清で

有名な北島多一、赤痢菌の志賀潔など北里研究所の

名だたる教授陣を送り込み、慶應義塾大学医学部の

発展に貢献。また、大正１２年には医師法に基づく

医師会の初代会長を務め、日本の医学の発展に寄与

します。１９３１年（昭和６年）６月１３日７８年

の生涯を閉じました。 



 

 

【ゴルフ愛好会】      担当 後藤竜一 

 4/25有馬年度第10戦は、10名参加で優勝は髙山会

員でした。ワンオンチャリティー3100円を人吉ＲＣ

奨学基金へ寄付します。第11戦は5/26(日)、鹿児島

の溝辺ＣＣへ日帰り遠征です。多くの参加をお待ち

しております。 

 

【環境保全委員会】     委員長 増田隆二 

 4月29日（月）はクリーン人吉早朝清掃です。 

午前６時に相良護国神社に集合してください。 

 参加はメークアップとなりますので、事業所や町

内で参加された方はご連絡下さい。 

 

【職業奉仕委員会】     委員長 石蔵尚之 

 5/10の例会は優良職員表彰です。ご推薦を今月末

までお待ちします。宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

米山記念奨学部会 

次年度 米山記念奨学委員長 

中島博之  

歴年数：29年2ヶ月  

職業分類：豆腐･蒟蒻製造販売 

  

米山記念奨学部会からの要望は、 

前年度の寄付額を下回らないでください。（今年も

一人15000円目標）普通寄付、特別寄付合わせて一

人15,000円を目標とします。個人特別寄付者割合を

全員の100％を目標にして下さい。 

1952年（昭和27年）東京ロータリークラブ単独の事

業として始まった米山記念奨学事業は、わずか5年

で日本全国の共同事業へと発展しました。 

2017年度で創立50周年を迎え、2017年度寄付総額は

14億3300万円。前年度より6,000万円増でした。 

支出は、奨学事業費14億500万円 

奨学金は、11億6,800万円：地区と世話クラブの補

助費：奨学生への記念品：学友会（卒業生）への補

助費・・・1億2,900万円 

事業の広報や寄付増進に関わる費用・・2,200万円 

奨学事業では、2018年度は全国で40人増（820人） 

2019年度は全国で30人増（850人）の採用です。 

各グループから１クラブは世話クラブになってほし

い。 

RI2720地区2019年度の奨学生は２２名 

中国６名、韓国２名、ベトナム５名、 

インドネシア２名、インド１名、スリランカ２名 

ドミニカ１名、ネパール１名、バングラデシュ１名 

ジョージア１名でした。 

米山奨学会の個人負担金は4000円と（100万ドル食

事から2000円）の6000円と特別寄付と合わせて

  ニックネームは「雷おやじ」、「ドンネル」とド

イツ語では言うそうです。いわれは、規律に厳し

かったことにあります。 

 同僚でも弟子でも、たるんでいるヤツが大嫌い。 

徹底的に雷を落としますが、人前では叱らなかった

そうです。好んで揮毫した言葉は「人を任ずるに疑

うなかれ、疑って人を任ずるなかれ」人間味のある

方だったとお孫さんの北里一郎氏（明治製菓社長の

ち最高顧問）がおっしゃっています。  

 

   幹事 新堀純子 

 

①連絡事項 

・5月28日県庁にて熊本県青少年育成県民会議総会の 

 開催の案内→青少年奉仕委員会の鳥井委員長へ 

・人吉柔道協会より第46回人吉球磨中学校柔道大会 

 への共催のお願い→年度初めに2万円青少年奉仕 

 委員会の方で予算化していますので支援します。 

・熊本東南ＲＣよりお礼状がきております。 

 出席頂いた有馬会長・延岡会員・中川会員へ 

・次年度地区大会についての事前案内 

 11月8日(金)午後より 会長幹事指導者セミナー 

 11月9日(土)午前スタート予定で本会議 

 詳しい日程については水野エレクトより案内 

・別府中央ＲＣより創立30周年記念式典の案内 

 6月14日(金)14時半より受付・15時半点鐘 

②掲示        

 例会変更のお知らせ 

 八代南RC・熊本東RC・熊本西RC 

 

 

   委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  安達・竹長・髙山・中村・有村・小林清 

       堀川・漆野・武末・尾上・浅野・村山・大賀 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井  伊久美 

＊メークアップ 

 3/31地区研修協議会；石蔵・平田・宮原・北   

会   員   数   59名  

出 席 免 除  3名  

欠 席 者 数 13名  4 / 1 2 例 会 71.43％ 

出 席 者 数 43名 補 填 数 4名 

1名 修 正 出 席 率 78.57％ 

 ポール･ハリス･フェロー 

         国際ロータリー第2720地区  

      地区研修・協議会 報告  

   平成31年3月31日(日) ホルトホール大分  



15,000円を目標にお願いしたいそうです。 

これまでに支援した奨学生は20,396人（世界127ヵ

国）を超えました。大學校が推薦した生徒を、ロー

タリアンが面接選考して合格を決定しているので採

用国に偏った傾向にあったが 近年広く採用される

ようになった感じです。 

世話クラブ未経験２クラブ（熊本１大分１）が、

2019年度受け入れてもらいました。世話クラブ未経

験が、熊本７クラブ大分８クラブあります。 

 

米山奨学生への人吉クラブの対応は、大学所在地の

クラブが世話クラブになっていたために、人吉クラ

ブは、奨学生を招待して支援していました。 

第１回目は、1992年（平成４年）山田勝彦会長・右

田幹事：高嶋米山委員長の時に２名を招待（１泊）

し交流。第18回までは奨学生を招待して、交流を深

めていました。 

第19回目に初めて大学校のない地方クラブが世話ク

ラブとなりました。（人吉が最初） 

山賀会長･浅野幹事：カウンセラー片岡啓一会員で

した。奨学生はベトナム出身、熊本崇城大学情報学

部情報学科のブ・ゴク・チェン君でした。これが

きっかけとなり、今では熊本７クラブ大分８クラブ

が未経験クラブとなり、１度は世話クラブになって

ください・・・ここまで広がったのです。 

近年広く採用されるようになったが疑問点も多々あ

る気がします。 

一人15,000円の寄付が達成されたならば、何が充実

されるのか？ 

奨学生を何名まで増やすのか？ 

富裕層でも勉学優秀で、将来両国の懸け橋になる 

・・・はＯＫか？ 

卒業後日本の企業に多くの奨学生が就職している現

状は? 

学費困窮者の採用数は増えないのか？ 

皆さん如何お考えですか？しっかり見守っていきま

しょう。 

 

公共イメージ部会   

次年度 公共イメージ委員 

和田栄司  

歴年数：23年10ヶ月  

職業分類：冷暖房設備工事 

  

・公共イメージ部門活動方針 

部門長；速水琢也 （2720JapanOKﾛｰﾀﾘｰEｸﾗﾌﾞ) 

公共イメージ部門の役割はロータリーのストーリー

を一般の人々に伝え、各クラブのプロジェクトや活

動を知ってもらうための活動を推進すること。 

『知られていないことは、存在しないことと同じ』

（どんな素晴らしい活動を行っても、これが広く一

般の方々に伝わらなければ、ロータリーの存在価値

は向上せず、各種活動への協力は得られず、意欲に

あふれた人材も集まらない）ということを共通認識

として、積極的な広報活動を行いましょう。 

１．マスメデア・ＷＥＢサイト・ＳＮＳの活用促進 

２．My Rotaryの登録率向上とクラブセントラルを 

  含む各種機能活用推進 

・公共イメージ委員会 活動方針 

委員長；佐藤英隆（日出RC） 

ロータリアン一人ひとりが日ごろから地域社会に

ネットワークを広げ、色々な方とのコミニケーショ

ンを心掛けることが肝要です。各クラブがあらゆる

機会をとらえて地域社会のニーズを拾い上げて取り

組む活動を、的確に広報活動を行うことで、「信頼

できる団体」としてロータリークラブを認識いただ

きましょう、クラブのイメージが向上することで子

クラブ会員の活動に対するモチベーションが高まる

とともに、会員増強活動対象の新会員候補者数の増

加も期待できます。 

１．大分・熊本のマスコミに対する取材依頼促進 

２．地区のウエブサイト活用 

３．ロータリーの友の活用促進 

色々なところに各クラブのロータリー情報を広報

し、ロータリーの活動を知ってもらうことに努めま

しょう。 

 

職業奉仕部会 

次年度 社会奉仕委員長 

片岡啓一  

歴年数：36年2ヶ月  

職業分類：医薬品小売 

  

 平成最後の地区研修協議会に片道5時間かけて別府

まで、大型バスに15人ゆったり乗って、道中ビール

や焼酎の酔いに身を任せにぎやかに楽しく行ってま

いりました。新堀幹事さんの準備万端な焼酎やビー

ルに合わせておつまみセット漬物まで用意され、途

中井手パスト会長や宮原パスト会長のタバコ休憩の

たびに買ってこられる手羽焼きや饅頭、お菓子に舌

づつみを打ち、水野次年度会長や葉山次年度副会長

の腹回りのシャツのボタンがはじけ飛ばないか心配

になる程、次から次と差し入れがありました。幸い

初日は研修が無く、その晩の人吉ナイトも、フグ料

理でまたまた盛り上がり、十分に親睦を深められま

した。 

 二日目は、ホテルを8時半出発で、研修会場の大分

ホルトホールへ行き、全体会議と基調講演を聞きま

した。午後はそれぞれ分科会に分かれ研修を受けま

した。私は、担当であります職業奉仕委員会の会場

で勉強をしてまいりました。ロータリーにおける

「職業奉仕」について、理解の仕方など説明があり

ましたが、たいへん奥が深く、5分10分では説明がむ

つかしいので、次年度卓話の時間に詳しくお話した

いと思っております。また、職業奉仕のクラブにお

ける活動についてもお話があり、委員会メンバーか

らいろいろのヒントを貰えました。ぜひ次年度実行

してみたいと思っております。 

 

国際奉仕部門  

次年度 国際奉仕委員長 

宮原和広  

歴年数：22年11ヶ月  

職業分類：ビルメンテナンス  

  

 部会は石蔵地区委員と２人で参加しました。 

 最初にグローバル補助金及び活用について説明が

ありました。その中でロータリー財団部門の協力を



基に、グローバル補助金の活躍を地区クラブに推奨

し事業の実現にむけてサポートを実施していくとい

う話も説明されました。 

 それから海外クラブとの交流として姉妹クラブ活

動状況を聞かれ出席クラブの約3割が実施されている

状況でした。その後、国際奉仕活動に関連するビデ

オが15分ほどあり、最後に大分城西RC・熊本城東

RC・宇佐2001RCから事例発表があり終了しました。 

 

青少年奉仕部会 

次年度 ローターアクト委員長 

延岡研一  

歴年数：17年1ヶ月  

職業分類：電気工事 

  

 青少年奉仕部門は①青少年交換委員会②ローター

アクト委員会③インターアクト委員会④ライラ委員

会の４委員会があります。時間の関係もありますの

で部門長の話とインターアクトについては割愛しま

す。 

 先ず、我がクラブに関係があるローターアクト委

員会は次年度も我が安達委員長です。アクトの地区

代表は日田中央の河津祐美さん、非常に闊達明瞭な

方です。本年度からアクト会長エレクトもＰＥＴＳ

に出席義務が課せられ3月2、3日に水野エレクトと一

緒に木村君が研修に参加してきました。 

 安達委員長からはローターアクトは地区・クラブ

のロータリー活動に積極的に参加し、インターアク

ト・ライラ・米山奨学生のリーダー格として連携を

深め、学友会へのアクト卒業生の入会促進について

話があり、ローターアクト委員会としても、10月の

「第35回地区ＲＡ年次大会」11月の「熊本Ｇ留学生

交流会」6月の「地区ＲＡ研修会＆卒業式」への参加

を促されました。 

 なお、次年度のローターアクト委員会の家庭集会

はローターアクト例会に併せて行う方向で木村アク

ト会長エレクトと話し合っているところです。 

 ライラについては、18歳～30歳が対象でリーダー

シップとコミュニケーション能力アップを目的とし

たセミナーです。アクトに限らず会員事業所の後継

者や将来の幹部候補の方にとっても、とってもお勧

めです。 

 実施日時は9月14（土）15（日）の1泊2日、夜はア

ルコール付、受講料無料です。まだ案内は届いてい

ませんが6月末が締め切りです。 

 青少年交換については、岡崎委員長に5月17日の青

少年奉仕委員会担当例会にお出で頂き詳細を説明し

て頂くよう研修協議会当日にお願いしましたのでお

楽しみに取っておきます。 

 

（幹事部会とR財団部会は次回報告･掲載） 

 
【雑誌委員会】 
 
       Ｒの友４月号の紹介   

                 塚本哲也会員 

 皆さんこんにちは。先ず左側の横組の3ページ、Ｒ

Ｉ会長メッセージです。2分に1人、世界のどこか

で、妊娠や出産によって女性が命を落としていま

す。しかしこれは予防できることだそうです。 

 ４月はロータリーの母子の健康月間に関すること

が書かれています。 

 次に 7ページ、特集「命の重みを感じてます

か？」です。日本の自殺者は2万598人で近年減少傾

向にあるとはいえ妊産婦や若者の自殺者が多く、他

の先進国の死因の１位が「事故」であるのに対し日

本では「自殺」がトップです。少子化が叫ばれる

中、自殺防止を訴える活動を行うクラブ、団体を支

援するクラブ、さらには命の大切さを伝えようと活

動するロータリークラブの記事が記載されていま

す。 

 右、縦枠の４ページ、「アジアの中に折りたたま

れた日本のこころ」という見出しで私と同年代の医

師が書いておられます。1965年生まれのこの医師

は、たった20年生まれるのが遅かっただけで人間の

運命というのはこれほどまでに変わっていいのか？

戦時中の苦労もせずに済んだがそれでいいのか？ 

といろいろと考えさせられる内容が記載されていま

すので是非熟読してください。 

簡単ですが以上でロータリーの友４月号の紹介を終

わります。 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・水野会員 2週に渡っての次年度各委員長の皆様 

  ご報告誠に有難うございました。次年度のクラブ 

 運営へのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げま 

 す。                                  

・馬氷会員 昨日より人吉ローターアクトクラブに 

 熊本銀行の池上が入会しました。今後とも宜しく 

 お願いします。私と同じ生まれも育ちも人吉球磨 

 です。                  

・愛甲会員 結婚記念日の御祝をいただきました。 

                      

・大久保会員 早退します。         

・安達会員 天音みひろのＣＤが、5月1日にユニ 

 バーサルミュージックから、メジャーリリースさ 

 れます。すでに、自作のプロモーションビデオ2 

 曲「なみだのみなもと」と「輝く瞳に」が、ユー 

 チューブに流れていますので聞いて戴ければ有難 

 いです。「なみだのみなもと」は、鹿目の滝を 

 バックに撮影されました。「輝く瞳に」はタイで 

 アカ族支援活動をされている原田先生の支援テー 

 マソングです。皆様からの応援をお願い致しま 

 す。なお、ご購入の際はお届けしますので、事務 

 局までお申し出下さい。宜しくお願い致します。 

                     

 

〈人吉奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 第10戦チャリティーとして   

                  

  

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

 


