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     会長 有馬宏昭 
  

 皆さんこんにちは。 

来訪者の紹介をいたします。 

優良職員表彰を受けられる９名の皆様に、本日おい

で頂いております。誠におめでとうございます。 

後ほど表彰式を執り行います。 

年号が、平成から令和に代わり、本日、令和第一回

  国 歌  「君が代」  

  四つのテスト唱和          

  Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

目の例会でございます。４月末から、日曜祭日を含

み、１０連休の方もおられたと思います。一方、各

種イベントや休日診療等で仕事をなさった方も多い

のではないでしょうか。いずれにしましても、充実

の日々をお過ごしになられたことと、拝察いたしま

す。 

 ロータリー年度としましては、皆様のご支援ご協

力で、残り２か月となりました。今月２４日には姉

妹クラブであります韓国、慶山ロータリークラブと

の調印式例会を行います。また、２８日火曜日に

は、友好クラブであります指宿ロータリークラブの

例会に出席します。前日の２７日月曜日は、いぶす

きゴルフクラブ開聞コースにて、指宿ロータリーク

ラブの方々との親睦ゴルフを計画しました。 

 ご案内の通り、７月に、日本プロゴルフ選手権大

会開催されるコースです。まだ間に合います、奮っ

てご参加ください。 

 

 会長の時間です。 

 本日地震がありました。長い間揺れ、熊本地震の

被害を思い出しました。天災は忘れたころにやって

くるといいます。今一度、緊急連絡網の確認、非常

持ち出し物の確認をお願いします。 

 

 職業奉仕委員会担当例会に因み、仕事と会社への

思いの話をさせていただきます。 

 大学では教育学部、教育心理学を専攻しておりま

した。本来でしたら、小学校の先生になるべきだっ

たのですが、父は日動火災という保険会社に勤めて

おり、常々「日動火災は面倒見がいい会社、家族主

義の会社だよ」と申しておりました。「学校の先生

も素晴らしい仕事だが、保険の仕事も人の役に立つ

し、会社も社員を大切にする会社だから日動火災の

入社試験を受けてみないか」と薦めてくれました。 

皆様のご支援で、何とか入社でき、現在がありま

す。 

 そこで、父が何度も話してくれた、入社の動機に

なった家族的な会社であることの、具体的なエピ

ソードをご紹介させていただきます。 

 ５０年前のお話です。当時、人吉は八代支社の管

轄でした。父がお客様対応で困り、夕方遅くに電話



・今月の周年行事参加状況    

 5月11日（土）別府東ＲＣ40周年参加者なし  

 5月18日（土）八代東ＲＣ30周年8名参加 

 （浅野･井手･石蔵･水野･中川･宮原･新堀･山口） 

 5月25日（土）杵築ＲＣ50周年3名登録  

  （有馬・中川・新堀） 参加2名中川.新堀 

 5月28日指宿ＲＣ例会参加の件 

 5月27日（月） 開聞コース10時24分スタート

      

 

    

   委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

【次年度】       次年度幹事 青木一幸 

      次年度委員会合のご案内 

 5/30(木) 管理運営委員会；ひまわり亭 

 6/1(土) 奉仕プロジェクト委員会；相良藩田 

 18時30分開会の予定です。ご参加宜しくお願いし 

 ます。 

 

【国際奉仕委員会】    委員長 和田栄司 

 5/24例会慶山ＲＣ調印式について（お願い） 

①調印式にはご夫人参加をお願いいたします。 

②5/24 福岡空港15時着のお出迎えに同行出来る方 

 がいらっしゃいましたら私までお知らせ下さい。 

 

【親睦委員会】      委員長 竹長一幸 

しても必ず、当日中に回答なさる誠実な支社長がい

らっしゃいました。その八代支社長は、仕事ができ

かつ誠実な方で、社員からの信頼も厚く、みんな頑

張りますので優秀な成績を収めます。結果、数年

後、熊本中央支社長として栄転なさいました。 

 ところが、転勤して間もなく、病気で亡くなって

しまいました。残されたのは、奥様と幼い３人のお

子様たち。皆さん、会社は、どうしたと思います

か。 

 奥様を電話交換手として社員に登用、残されたご

家族が困らないように支援しました。 

この話は、父から何度も聞かされました。この事か

ら判るように、日動火災は、社員思いの会社だと何

度も話してくれました。このエピソードは私の入社

動機の一つでありました。 

 月日は流れ、本年３月９日、熊本ホテルキャッス

ルにて、熊本ロータリークラブ８０周年記念式典、

懇親会が開催されました。来訪クラブ会員のため

に、熊本ロータリー会員が各テーブルに１名就くこ

とになっており、我が人吉ロータリークラブのテー

ブルには、上背のある熊本ロータリークラブのロー

タリアンが就かれました。参加いただいた方、覚え

ておられますか。 

 人吉ロータリー担当に希望してテーブルについて

いただいたのは、熊本ロータリークラブ、社会奉仕

委員長。父が尊敬していた、あのエピソードの八代

支社長のご長男です。大学卒業後、日動火災に入

社、平成１６年東京海上と合併後東京海上日動とな

りますがお父様と同様、誠実で優秀な業績で会社か

らの信頼も厚く、２０１７年（平成２９年）４月か

ら熊本支店長として着任なさている永瀬裕史支店長

です。永瀬支店長に最初にお会いした際、私の入社

動機はお父さんの仕事ぶりのおかげですとお伝えし

ました。 

 会社は良い商品やサービスでお客様や社会に貢献

し、働く方を幸せにするためにあると思います。 

社長は、社員の皆さんが仕事を通じて人間性を高め 

お客様のお役に立つような仕事ができる職場環境を

作ること、働き甲斐のある職場づくりをすることが

努めだと思います。 

 私共の会社も、現在66年目です。１００年続く、

「良い会社」になりたいと思い社員ともども日々努

力を重ねております。 

 結びになりますが、本日表彰される皆様方、会員

企業、事業所の今後益々の成長、発展を祈念致しま

して、会長の時間とさせていただきます。 

ご清聴いただき、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 

 承認事項なし。 

②報告事項     

・肥後銀行人吉支店西支店長入会式 5月17日予定 

・6月14日(金)別府中央ＲＣ30周年記念式典のお知ら 

 せ（先週幹事報告でも案内済）※人吉の60周年の 

 時は1名ご参加いただいている   

＊届け出欠席  堀川・加登住・浅野・本田・渡辺・尾上 

       山田・村山・友永・小林清・大賀 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井  伊久美 

＊メークアップ 

 4/20 えびのＲＣ創立50周年；武末 

 4/29 クリーン人吉；髙山 

 5/5  ローターアクト家族清掃；安達・有村・浅野 

会   員   数   59名  

出 席 免 除  3名  

欠 席 者 数 11名  4 / 2 6 例 会 77.19％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数 5名 

1名 修 正 出 席 率 85.96％ 

   井手富浩 会員   3日   渡辺洋文 会員    6日 

 岡 啓嗣郎会員  15日   中川貴夫 会員  18日 

   村山能史 会員  28日     

    平田フク 会員   ９日  

 

 

 

 



【職業奉仕委員会】  

 

        2018-2019年度  

       

 

            進行； 委員長 石蔵尚之  

 

   優良職員９名紹介 表彰状・記念品贈呈  

 

久保山 緑（くぼやま・みどり）様   

推薦者 愛甲康会員 

愛甲産婦人科麻酔科医院  看護師 

勤続年数39年 0ヶ月 

推薦理由「昭和55年に人吉准看護学院入学当初よ

り、学院学生寮へ入寮し、仕事と勉学を両立させ、

看護師となりました。常に笑みを浮かべ、他人との

諍いが全く無く、仕事上のみならず、人生の範とな

る人物です」 

 

 

早田三枝子（わさだ・みえこ）様   

推薦者 愛甲康会員 

愛甲産婦人科麻酔科医院  病棟主任看護師 

勤続年数38年 9ヶ月 

推薦理由「昭和５５年に当医院に入社以来、実直に

裏表なく働き、その姿は他の範となるところです。

また、時に発するユーモアのある一言は皆を和ま

せ、医院のムードメーカーでもあります」 

 

 

田中美和子（たなか・みわこ）様   

推薦者 有馬宏昭会員 

株式会社トラスト  事務職 

勤続年数8年 6ヶ月 

推薦理由「永年にわたり内務事務を担当。豊富な知

識と経験に加え、誠実な勤務態度は後進の模範とな

るものであります。社員やお客様の信頼も厚く、当

社にとってなくてはならない人材であります」 

 

 

栗原 健一（くりはら・けんいち）様   

推薦者 有村隆徳会員 

株式会社鮎里ホテル  調理部 料理長 

勤続年数 8年 1ヶ月 

推薦理由「料理人として37年に渡って日本料理を追

求し、我が社においては8年間、料理長として人吉

の素晴らしさとおもてなしをお客様に提供していま

す。また、新人や後輩の育成においても、高い技術

と指導力をもって多大な貢献をしています」 

 

 

緒方美代子（おがた・みよこ）様   

推薦者 平田フク会員 

日本生命人吉営業所  営業主任 

勤続年数33年 4ヶ月 

推薦理由「勤続年数も永い事ながら特別営業主任と

して良い成績を続けられ、また組合では委員長とし

て活躍しておられ、営業部を大いに牽引していただ

いていますので推薦します」 

山下 一夫（やました・かずお）様   

推薦者 岩井和彦会員 

株式会社岩井工務店  建築士 

勤続年数32年 0ヶ月 

推薦理由「高校卒業後32年間、まじめに勤務し、お

客様に大変信頼があり、多くの顧客を持ち、当社の

建築部門の中心的役割を果たしています。また、当

社の設計部門の管理建築士としての重責を担ってい

ます」 

 

 

橋本美恵子（はしもと・みえこ）様   

推薦者 外山博之会員 

介護予防センター愛生  看護師 

勤続年数 9年 6ヶ月 

推薦理由「永年にわたり介護予防センター愛生の看

護師として勤務しており、現在は介護予防センター

愛生の主任として、職員の管理並びに利用者へ介護

予防リハを通して健康の維持・管理を行っていま

す。勤務態度もまじめで、職員の信頼も厚く、愛生

会にとってなくてはならない人材です」 

 

 

森 小百合（もり・さゆり）様   

推薦者 外山博之会員 

デイケアセンター愛生  介護福祉士 

勤続年数16年 1ヶ月 

推薦理由「永年にわたりデイケアセンター愛生の介

護福祉士及び介護支援専門員として勤務しており、

現在はデイケアセンター愛生の主任として、職員の

管理並びに利用者へ通所リハを通して健康の維持・

管理を行っています。勤務態度もまじめで、職員の

信頼も厚く、愛生会にとってなくてはならない人材

です」 

 

 

千々岩みどり（ちじいわ・みどり）様   

推薦者 堤正博会員 

繊月酒造株式会社  事務職 

勤続年数13年 7ヶ月 

推薦理由「平成17年入社。入社以来、誠実、勤勉で

前向きな仕事ぶりは大いに評価できます。能力、態

度、実績等からして優良職員として十分に値するも

のです」 

 

 

 

【謝辞】        介護予防センター愛生 

        橋本美恵子 様  

 ９名を代表しまして御礼を申し上げ

ます。人吉ロータリークラブ様より、こ

のような名誉ある表彰、記念品を頂き

心より感謝申し上げます。  

 これからも私たちは、それぞれの職

場において一層励んでいくことをお誓

い申し上げます。本日は誠にありがとうございまし

た。  

 

 



 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・丸尾会員 優良職員表彰皆さんおめでとうござい 

 ます。                  

・岩井会員 当社の山下が優良職員表彰を受けまし 

 た。ありがとうございます。        

・有村会員 私共の会社の調理長が表彰されまし 

 た。ありがとうございました。       

・平田会員 優良職員表彰の皆様おめでとうござい 

 ます。私の会社で一番頑張っている職員の緒方美 

 代子さんを連れて来ました。なかなか表に出る事 

 のない仕事ですので大いにお祝いしてあげたいと 

 思います。昨日が誕生日でした。      

・愛甲会員 当院の看護師2名が優良職員表彰を受け 

 ました。ありがとうございました。     

・外山会員 愛生会から2名の表彰をしていただきま 

 した。ありがとうございました。      

・堤 正博会員 本日は我社の千々岩みどりさんを 

 優良職員表彰いただきありがとうございます。 

 大変優秀な社員です。             

・有馬会長 優良職員表彰で我社の田中美和子社員 

 を表彰頂きました。ありがとうございます。 

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・石蔵会員 本日の優良職員表彰・被表彰の皆様、 

 心よりお喜び申し上げます。今後益々のご活躍を 

 祈念申し上げます。            

 

                 

  

             点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018-2019 人吉ＲＣ夫人の会  

   平成31年４月24日開催 夫人の集い報告  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成最後となりますロータリー夫人の集いは、 

久しぶりに遠出をさせていただきました。 

 出発時に振っていた雨もランチをいただく頃には

あがり、お目当ての「八女黒木の大藤」のある境内

では、甘い香りが藤棚一面に漂い、とても幸せな気

分で散策することが出来ました。 

 おかげさまで、和気あいあいと楽しいひとときを

過ごせたことを感謝申し上げます。 

             ロータリー夫人の会 

               会長 有馬チエ 

               幹事 新堀純子  

 


