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【会長の時間】吉永会長 

先日２２日、山鹿の方で熊本第一グループ第２回の 

会長幹事会がありました。来月の１月２１日にホテル 

ヴェルデで、ＩＭプログラムが開催されます。その 

ＩＭプログラムについてのグループディスカッション 

をしてきました。 

 

メインテーマ 「会員増強、入会者を増やすためには」 

についてです。 

    ◎あなたのクラブ独自の面白いアイデアありますか？ 

    ◎あなたの入会の動機は？ 

    ◎女性、また４０歳以下の若い会員を入会させる特別な方法はありますか？ 

    ◎あなたは自分のクラブに満足してますか？ 

       （満足ならば入会を勧めることができるはず） 

    ◎職業分類表を空欄を埋める方法については？ 

    ◎ロータリーという組織の公共イメージと認知度の向上こそが会員増強の要、この意見については？ 

 

次に「公共イメージ」について。 

    ◎自分の地元社会で、ロータリーはどのようなイメージだと思いますか？ 

    ◎自分の地元社会で、あなたのロータリークラブのブランドや評価はどのようなものでしょうか？ 

    ◎多くの地域社会ではほとんどの人がロータリークラブの存在を知りません。 

       どうしたら私達のクラブは広報活動をうまく行うことができるでしょうか？ 

    ◎クラブには広報委員長がおられますが、その責務は何と考えられますか？ 
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    ◎あなたのクラブでは広報戦略を持っていますか？ 

    ◎あなたのクラブでは現在どのような広報活動が行われてますか？ 

 

ロータリークラブの公共イメージについて、当日はつめてディスカッションするということです。それぞれ机の上にス

ケジュール・プログラム表を置いてます。ぜひ皆さんもその表を見て、会員増強、公共イメージについて考えてみ

てください。 

 

 

 

【幹事報告】渡邉幹事 

○熊本城南 RC・熊本東 RC・熊本東南 RCより例会変更のお知らせが来ています。 

・熊本城南 RC  日時：12月 18日（月）の例会は、「年忘れ家族例会」の為変更 

         12月 18日（月）18：30～ 

場所：熊本ホテルキャスル 

・熊本東 RC   日時：12月 19日（火）の例会は、「年忘れ家族例会」の為変更 

12月 19日（火）18：00～ 

場所：熊本ホテルキャスル 

・熊本東南 RC  日時：12月 20日（水）の例会は「年忘れ・クリスマス家族会」の為変更 

12月 20日（水）18：30～ 

場所：熊本ホテルキャスル  

○玉名中央 RCより例会変更・休会お知らせが来ています。 

日時：12月 27日（水）の例会は定款第 8条第 1節に基づき休会 

            12月 29日（金）の例会は定款第 8条第 1節に基づき休会 

             1月 5日（金）→同日 12：30～ 

            於：熊本ホテルキャスル（熊本市域 RC新春合同例会へ変更の為） 

○地区 RC第 2720地区より職業奉仕第 2回セミナーのご案内が来ています。 

日時：12月 2日（土）13：30～16：00 

場所：熊本県民交流会館パレア第 1会議室 

○RI第 2720地区より地区補助金管理セミナー開催の案内が来ています。 

日時：H30年 1月 27日（土）受付 12：30～ 点鐘 13：00～16：00 

場所：「ホルトホール大分 3F 大会議室 

○国際 RC第 2720地区よりローターアクトクラブ地区ニュース及び 

インターアクト海外研修報告書配布の件が来ています。 

○2018年国際ロータリー年次大会（カナダ・トロント） 

   地区旅行参加の案内が来ています。（申込締切日 12／15まで） 

○玉名中央 RCより週報が来ています。 

○八代 RCより週報が来ています。 

○玉名青年会議所より創立 60周年記念式典並び記念祝賀会、ご出席の御礼が来ています。 

 

 

 



【委員会報告】  

◎村上会員 

先々週の馬山中央ＲＣさんについての話し合いを 

クラブ協議会としてましたが、田畑会員からあれは 

クラブ討論会、クラブフォーラムではなかったのかと 

いうご指摘をいただきました。すみません、私の知識 

不足でした。 

皆さんから様々なご意見をもらいました。すべて議事 

録として事務局にまとめてあります。こういう席での発 

言でしたので、なかなか本音がだせないところでもあ 

ります。馬山中央ＲＣさんとの今後に関しまして、５～ 

１０名程度の特別委員会を設けさせてもらおうと考え 

ております。次会の理事会に提案したいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

◎親睦活動委員会 嫩副委員長 

先週、司ロイヤルゴルフさんにて行いました親睦ゴルフについて、参加人数が４組の１６名でした。優勝が小山会

員、ベストグロスが渡邉幹事でした。本田会員が欠席で商品の提供をいただきました。ありがとうございました。 

来週、１２月７日の例会終了後、午後２時から麻雀大会を予定してますので参加される方はよろしくお願いします 

 

◎社会奉仕委員会  田中委員長 

繁根木神社でのバザーの売り上げについてですが、 

ポリオワクチンのほうへ全額寄付させていただくこと 

になりした。以上報告させていただき以上報告させ 

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【スマイル報告】河田委員長 

   吉永会長・渡邉幹事・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

  松本さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。活躍を期待しています。 

  村上さん・・・新会員の坂梨さん、前田さんの私の履歴書を楽しみにしています。 

  中嶋さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

  古賀さん・深見さん・・・坂梨会員・前田会員の私の履歴書聞きたかったです。欠席申し訳ありません。 

  大石さん・本田さん・・・坂梨会員・前田会員の「私の履歴書」楽しみです。 

  小山さん・・・先日の親睦ゴルフ大会において優勝させて頂きました、ありがとうございました。 

次回は、ベスグロ優勝を狙います。 



  田原さん・・・先日の RCのゴルフ大会にて、何位か分かりませんが、ゴルフシュー 

         ズが当たりまして有難うございました。 

  坂梨さん・・・前田先生、ご入会おめでとうございます。 

又、本日は「私の履歴書」お世話になります。 

  田畑さん・・・坂梨会員・前田会員、本日の卓話私の履歴書よろしくお願いします。 

  高木幸さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

  田中さん・嫩さん・山田司さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

  鶴田さん・堀本さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

  松﨑さん・吉岡さん・・・坂梨会員・前田会員の卓話、ありがとうございます。 

 

                        前回までの累計 ￥354，000 

 今     回   23，000 

合     計 ￥377，000 

 

 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後のプログラム予定】 

１２月７日（木）  理事会・年次総会・次年度理事・役員選任 

 

 

 

 

 

本
日
の
出
席 

会員数 50（46）名 

欠
席
者 

深見 浜田 廣田 井上 古賀 

村田 前島 野田 西嶋 志賀 

杉谷 瀧川 浦田 上村 上田継 

吉田 山口 山村 
出席数  28 名    

出席率 60.87％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 29名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

小山 上田継 

 

修正出席数 31名 

修正出席率 67.39％ 

出席規定適用免除者         ８名 



【私の履歴書】  坂梨会員 

   私の履歴書ということで恥ずかしいところもございますが 

１５分ほどお話しさせて頂きます。皆さんを退屈させない 

よう頑張ります。私は昭和４９年５月生まれです。 

（そちらの古賀すみ代会員と同級生です） 

 

これまでのほとんどを玉名で過ごしてまいりました。 

松本秀藏先生の幼稚園、松本学園で幼少期を過ごし 

玉名町小学校、玉名中学校、高校は現在のルーテル 

学院、当時の九州女学院と高校までは県内で学生生活 

を送りました。３人姉妹の末っ子ということで両親は私が 

男の子でうまれてくれることを相当願っていたそうです。 

 

という訳ではないのですが幼い頃はとにかく男の子になりたくて、スカートははかない、髪の毛は伸ばさない、休み

の日は男の子と遊ぶ日がほとんど、毎週火曜日はマンガ雑誌のジャンプを買って学校へ行き、男子達と読むのが

楽しみ、そんな女の子でした。高校を受験する頃、父の跡継ぎがしたく、熊本工業、建築課の学校説明会まで参

加したにも関わらず、当時ご存知の方もいらっしゃるでしょうか？駅通りで大変当たるというマッポシさんへ母が進

学校の相談に行くと、熊工だと退学する、とその一言で断念しました。 

 

素直というより諦めが早く、少し男子気分が抜けちょうど女子になりたかったその頃、私は可愛い制服の九州女学

院にアッという間に希望校を変え、進学する運びとなりました。九州女学院はとても自由で、たいへん楽しい学校

でした。素晴らしい多くの友達とも出会うことが出来ました。高校生活の一番の思い出は、友人と行く野球観戦でし

た。きっかけは電車通で見つけた九州学院に通う野球部の先輩を好きになってしまう、というロマンチックな出来

事からですが、その後その彼というより野球にはまってしまい、高校野球、プロ野球と藤崎合球場で行われる野球

の試合はほとんど観に行きました。 

 

当時私の中のヒーローは九学の彼ではなく、いつの間にかジャイアンツの中畑清選手になっていました。明るく優

しくルックスも良い、何よりどんなにアウトと分かっていてもヘッドスライディングをするというその姿が大好きでした。

中畑さんの言葉で『どんな時でも精一杯』という言葉があります。その頃から私は学校に仮病を使って休み野球を

観に行くことを止め、嫌いなことも好きなこと同様、精一杯取り組むことにしました。同時に将来に付いて真剣に考

え始めるようになりました。ちょうどその頃、熊本空港へ行く機会がありました。そこで空港に入って一番に目に入

ったのが、全日空のカウンターでテキパキと働く綺麗なグランドホステスのお姉さんでした。父の跡継ぎがした

い・・・が、いつの日かあのグランドホステスの仕事をしてみたいに変わり、高校卒業後、福岡の専門学校でグラン

ドホステスになる為に勉強と就職活動に励みました。当時、現在もですが熊本に限っては全日空の地上職は、九

州産交に委託されておりました。平成７年に勉強の甲斐あって念願の職に就くことが出来ました。 

 

そこで 10年ほど働かせてもらい、未だかつてない勉強の日々を送りながら、そこでも素晴らしい多くの仲間に出会

い、運よく素晴らしいお客様と出会う楽しみも知りました。ほんの少しの時間、日本中のほんの一部の人からでは

ありますが、多くのお客様と触れ合うことで、大きく人生観が変かったようなそんな気がします。そこで学んだ言葉、

好きになった言葉が、『一期一会』でした。 

どんなお客様でも精一杯対応することで他のスタッフが感じない何かを感じ学んだような気がします。この仕事は



天職だと思っていましたので、定年まで働くつもりでしたが、年々老いていく父の姿を見て、自分だけ好きなことを

やっていることに、これでいいのかと思い悩む日が続き、結果やはり私は父の手伝いをしなくてはいけないんだ！

とあっさり仕事を辞め、正直何か出来るか分かりませんでしたがやれることからやらせて欲しいと、私もやれるからと

どこからそんな自信が出てきたのか、そんな言葉でやっとで父を説得し家の仕事に就きました。 

 

それまである程度の会社で、一社員として働かせてもらっていたことが、どんなに恵まれていたことか、そのことを

最初に痛感しました。父は仕事を教えてはくれません。自分で仕事を覚え、探し、更には社員に、また人様から 

認めてもらうために毎日必死でした。現在進行形ですが・‥。ですが、有り難いことに、今では、父はひとつも口出

ししません。それがかえってプレッシャーに感じています。私の役割はたくさん有りますが、一言で申しますと、『会

社を継続させる ためには 何をすべきか そのことを徹底して行うこと』だと思っています。すべきことを残りの時

間でまとめられませんでしたので、一言にまとめさせてもらいました。 

 

これまでのお話しで、二つ、私かこれまで大切にしてきた言葉、『どんな時でも精一杯』『一期一会』を伝えさせて

頂きました。他にもいくつかございますが大人になった今、大切にしている言葉が、祖父から教えてもらった『上見

て励め、下見て暮らせ』です。こちらにいらっしゃる先輩方は、おそらく人並ならｱﾔ努力と苦労を経験されている

方々と私は思っています。そんな先輩方から見ると、私はまだまだ未熟考です。今回、この玉名ロータリークラブに

入会させて頂いたことで、玉名のロータリーの一員として活動していくことは勿論ですが、様々な経験をなさった先

輩達から多くの事を学ばせて頂きたい、そう思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

最後に家族の話しと自分の趣味に付いて話させて下さい。現在ひとつ上の主人と、５歳の娘、３歳の息子の４人で、

このすぐそばで暮らしています。３８歳と４０歳という高齢出産は予想以上に体力を奪われ、私の趣味のランニング

はここ５年ほどウォーキングに変わっています。初めての出産と子育てで感じたこと。それは子育てがこんなにも大

変な事とは知りませんでした。ですがこの上ない幸せはないと知ることも出来ました。それと両親への感謝が更に

深まりました。よく『子育ては親を育てる』といいますが、それをまさに今体感しています。両親や兄弟、会社や他

人様が教えてくれない、それ以外の事をいま私は家族から学ばせてもらっています。以上つたない文章で申し訳

ありませんでした。これで『私の履歴書』を終了いたします、ご清聴有り難うございました。 

 

 

 

【私の履歴書】  前田会員 

   改めまして自己紹介させていただきます。前田貴輝 

「マエダヨシテル」と言います。前田貴輝の貴は「よし」と 

読みます。親父の尊敬する方の一字を頂いたと聞いて 

います。なかなか読んでくれる人はいませんので 

「よしてる」と覚えていただけたら幸いです。兄弟は５人 

兄弟真ん中の長男です。昭和４５年６月２８日生まれで 

現在４７歳です。小学校は玉名町小で、中学高校は 

熊本マリスト学園で中学時代は寮に入って生活しており 

ました。厳格な父のもとを離れ、他の兄弟とは違いあまり 

怒られていない有意義な思春期だったと思います。 

   職歴は２００８年に親の跡を継ぎ小児科を開業しました。 



現在９年目になります。出身大学は 1 年浪人のあと久留米大学医学部に入学し、卒業後は同大学の小児外科へ

就職しました。４年間は外科的な研修を行い医師５年目で熊本大学小児科に入局転職して、１年間熊本大学の

小児科病棟で研修した後、小児科で熊本県内をウロウロなところで地域医療をやってきました。そのおかげで今ま

で１２回引越しをしています。 

 

   現在の仕事内容は風邪感染症、予防接種、乳幼児健診を行なっています。僕の座右の銘は特にありませんが、

信用していただいてる人には一生懸命しようと思っている心の狭い小児科医です。医療は１日１日進歩していま

す。なるだけ最新の情報、医療を提供していきたいと常日頃勉強しているところです。 

家族構成は妻が一人、子供３人、４匹の犬。この犬が心を癒してくれる、なくてはならない存在です。趣味は特に

ありませんが、高校までは剣道、大学時代はテニスをしていました。時々テニスはしています。ゴルフもしますが、

あまり上手にはなりません。 

 

ロータリーの存在は同業の小児科医であります平島要一先生に紹介いただき玉名中央ロータリークラブに入会。

ロータリーの存在は僕をいろいろな方との出会いを頂きました。一度一身上の理由で退会しましたが本当であるな

らば、玉名中央ロータリークラブに再入会するのが妥当なところではあります。が、玉名ロータリークラブの皆様に

支援して頂きこの度入会の許可を頂きましたので、ロータリー活動に出来る範囲で協力していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  

  

  

  

  

 

 

 


