
 ６月ロータリー親睦活動月間 
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   中川貴夫会長 
 

 先週の３クラブ合同例会では、皆様方には例

会時間変更にもかかわらずご出席を戴きありが

とうございました。多良木ＲＣ会長、人吉中央

ＲＣ会長の卓話をお聞きし、そのクラブの特徴

が感じられたのではないかと思います。６月は

宮原年度がスタンバイされている時期であり、

次年度に引き継ぎをする意味でも意義のある合

同例会ではなかったかと思っております。 

 又、中島広報委員長には、人吉ＲＣ10周年ま

での話、各クラブの会員さんも懐かしい写真に

感心されておられました。３クラブ共通の話題

として、多良木ＲＣの設立メンバー、人吉中央

ＲＣのチャーターメンバーの事などを組み込ん

でいただき、ご自分で作成された中島会員のバ

イタリティーを拝見し、次期ガバナー補佐であ

る事も改めて確信させて貰いました。ありがと

うございました。来年度、人吉ＲＣ代表として

第６分区の為に手腕をふるって戴くようにお願

い致します。                  

 今日の例会には先ほど紹介いたしましたが、

熊本第５分区宇土ロータリークラブの、作守会

長エレクトと、石井幹事エレクトがお見えで
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す。实は、宮原会長エレクトと中島ガバナー補

佐エレクトが地区ペッツの時に交流が出来、訪

問戴きました。作守会長エレクトは今年幹事を

されておりますが、一人三役以上、出来る会員

です。しかし、無理をせず幹事と共に、そして

宮原会長エレクト、中島ガバナー補佐エレクト

と一緒に頑張って欲しいと思います。今日は、

寿ぎの宴を設けておりますので、さらに懇親を

深めて戴けば幸いです。よろしくお願い致しま

す。 

 さて、今月を持って2010-2011年度も最終月

となりました。皆様のご協力を戴きながら何と

か無事に務めさせて戴いておりますが、最後

に、地区ローターアクト研修会が、6月18日

(土)、19日(日)と控えておりますので、最後の

最後まで御協力をお願い致します。 

 ６月は、ロータリー親睦活動月間となってお

りますので尐しお話したいと思います。 

「ロータリー親睦活動」は国際活動の一部で

す。現在、約80の親睦グループがあり、趣味や

職業活動を通じて、国際親善と奉仕に貢献して

います。ガバナーは、地区に地区親睦活動委員

会を設置するよう奨励されています。より多く

のロータリアンが、親睦活動に参加する事を奨

励するために、この月間が設けられました。レ

クレーション活動や保健と医療問題に共通の関

心を寄せるロータリアンや、類似した職業を

持つロータリアン同士の国際親善と善意の重

要性を認識し、親睦活動への参加の増加及び

このプログラムに対する理解を促進するた

め、ＲＩ理事会によってロータリー親睦活動

月間として指定されました。 

2010-2011年度ＲＩテーマは                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

                賀 寿 会 
             清流山水花あゆの里 １８時３０分～ 



    渡辺洋文幹事 
 

＜6月3日定例理事会承認事項＞ 

6月18日・19日地区ローターアクト研修会のメー

クアップの件→承認。両日をメークアップとす

る。 

【連絡事項】 

・川尻ガバナー補佐よりＩＭ参加のお礼が届い 

 ております。 

・人吉柔道協会より第38回人吉球磨中学校道大 

 会の案内が届いております。 

    日  時:６月１２日(日)午前９時開会  

    場  所:人吉スポーツパレス第一武道場 

【例会変更】 

指宿RC6/28→18:30～夜の例会(最終例会)の為    

             場所:ホテル秀水園 

八代東RC6/23→18:30～創立22年記念例会の為    

          場所:八代ホワイトパレス 

八代单RC6/21→18:30～慶寿の会の為 

            場所:八代グランドホテル 

熊本東RC6/28→19:00～最終例会の為  

          場所:熊本ホテルキャッスル 
 
来訪者挨拶    宇土RC 作守順子会長エレクト 

  皆様こんばんは。宇土ロータ

リークラブの作守と申します。そし

て石井幹事エレクトも同行してもら

いました。私、次年度の会長を仰せ

つかることになりました。中川会長

のお話にもございましたように、ペッツの時、

二次会で、中島次期ガバナー補佐、６分区の会

長エレクトの皆さんと、遅くまで飲んだり歌っ

たり踊ったりと盛り上がり楽しく過ごさせて頂

きました。これもロータリーがつないだ縁だと

思い、ぜひ６分区を訪問しなければと馳せ参じ

た次第です。 

 本日はお祝いの席で恐縮しておりますが、お

じゃまをさせて頂きます。宜しくお願い申し上

げます。 

 

【米山奨学委員会】   安達玄一委員長 

 財団法人ロータリー米山記念

奨学会より、人吉ロータリーク

ラブへ米山功労クラブの感謝状

が届いておりますので中川会長

へお渡し致します。 

 米山功労クラブ１０回 累計10,003,886円 
       

   
   
  岩井和彦副委員長 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 
 
職場訪問例会スマイルカード 
 
・中川会長 職場訪問例会では堤パスト会長、 

 田中さん、馬場杜氏さん、お世話になり有難 

 うございました。          2,000 

・塚本会員  繊月酒造様、職場訪問例会を快 

 くお受け頂き、ありがとうございました。お 

 陰様で職業奉仕委員会の行事を無事終える 

 ことができました。また、今日はＳＡＡ委 

 員会の方も早くからお手伝い頂き、ありがと 

 うございました。          2,000 
 
本日のスマイル・ごめんねカード 

・宇土ＲＣ作守順子会長エレクト 

     石井政宏幹事エレクト 

 こんばんは。熊本第５分区宇土ＲＣより作守

と石井と申します。次年度会長、幹事です。中

川会長年度も残すところ１ヶ月を切りました

ね。中川会長とは古くより宇土クラブにメーク

アップに来て頂いたりと、交流があり、この度

も４月の２５周年記念例会に出席して頂き、本

当にロータリーの友情は深いなあと感動してお

ります。本日は歳祝いの会とお聞きしました。

石井幹事エレクトも還暦で、宇土クラブで先々

週お祝いをしました。めでたいことは何度で

も…ということで、本日も、お仲間に入れて下

さいませ。還暦をお迎えになられる皆様、本当

におめでとうございます。益々のご活躍と人吉

ＲＣの皆様のご健勝を祈念し、スマイルさせて

頂 き ま す。本 日 は お じ ゃ ま 致 し ま す。   

5,000 

・宇城ＲＣ吉富省也会長エレクト 

『ＰＥＴＳの時には、次期中島ガバナー補佐、

宮原会長エレクトはじめ、第６分区の会長エレ

クトの皆様と楽しくお酒を酌み交わしました。

ありがとうございました。第６分区がグッと近

くなったような気がしました。本来なら作守さ

んと一緒にお伺いするべきところですが、本日

は自クラブでも一年間お疲れ様のゴルフコンペ

と夜の例会のため、スマイルを作守さんに託け

ました。次期中島ガバナー補佐、宮原会長エレ

クト、次年度共にがんばりましょう。』 1,000 
 
・人吉中央ＲＣ岡本光雄会員 5月27日の合同例 

 会で中島次年度ガバナー補佐から父の事を紹 

 介して頂きありがとうございました。 2,000 

・中島会員 ようこそ人吉クラブへ作守様石井 

 様。約束を忘れることなく御来訪頂き、感謝 

本日の出席率 

会   員   数   68名   80.60% 

出 席 免 除 3名 5/20例会出席率   74.24％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 16名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 愛甲英・馬場・小林祐・丸尾・村山・永江・尾上・立山 

 戸高・浦田・山本・石原 

＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康(出席） 

メークアップ 

職業奉仕家庭集会；有馬  人吉RAC例会；中島 

地区協議会；和田・中川・山賀・井手・尾方・安逹 

      水野・山田・立山・片岡 

クリーン人吉；赤池・原田・葉山・平田 



司会進行：齊藤日早子委員長・板井英朗委員 

 

◇お祝いの言葉     中川貴夫会長 

 本日は、賀寿のお祝いを迎えられた５名の方々

に心よりお祝いを申し上げます。 

 今朝９時30分より、国宝青井阿蘇神社の神前に

おきまして５名の方々と会員の皆様のお祓いをし

てまいりました。 

 赤池会員におかれましては、傘寿の祝い八十歳

（さんじゅ）とは見えない若さがあります。日頃

より素晴らしい着物を着こなしておいでですが、

紫のちゃんちゃんこもさらっと着こなし紫の大黒

帽もお似合いになられると思います。日頃より健

康管理はバッチリされておりますので、益々私ど

もにご指導よろしくお願い致します。 

 山賀会員・堤正博会員におかれましては、古希

の祝い七十歳（古来稀なり）紫の座布団、ちゃん

ちゃんこ、白いお髭と、白い髪に似合う姿が目に

浮かびます。健康に留意され隠居せず、益々働か

れ、そして、私どもにご指導をよろしくお願い致

します。 

 宮原会員・和田会員におかれましては、還暦の

お祝い六十歳（干支を五周）赤いちゃんちゃん

こ、赤い頭巾で再び生れた赤ちゃんに戻ると言う

事と赤色は魔除けの意味ですが、御二方とも日頃

よりお酒を飲み過ぎて顔が赤くなり過ぎないよう

に健康に十分気をつけられ、益々、益々、働か

れ、そして後輩の指導をよろしくお願い致しま

す。 

 今宵は、会員の皆様で長寿のお祝いを盛り上げ

楽しく過ごして戴きますように心より願い致しま

す。５名の皆様、誠に、おめでとうございます。 
 
◇記念品贈呈 

 中川会長から賀寿祝い会員へ 
 
◇賀寿祝い会員挨拶  

傘寿 赤池利光会員 

 預かった命、しっかり守り続

けて80年です。それも丈夫な体

をくれた両親と家族、ロータ

リーの皆さんやお得意様との温

かい交友に支えられてでありま

す。 

 先週は旦那寺の団体参拝で宗

祖親鸞聖人750回大遠忌法要を佛光寺本山にお詣

りして感謝々々を有難く五感してきました。 

 晩年の孔子が自らの生涯を振り返ったことば、

｢吾十有五にして学に志す」の志学にはじまり、

30歳から10歳ごとに70歳まで「七十にして心の欲

する所に従えども矩を踰えず」とあります。孔子

は74歳で亡くなりましたので傘寿を迎えた80歳で

の境地は残していません。では、私は今日、傘寿

を迎えましたので、これからの「余生」を「余

勢」に置き替えて、あまった勢い、残っている勢

いを思う存分に、まだまだ、しばらくはロータ

リーともお付き合いさせていただきます。 

 本日の宴、誠に有難うございます。 

 します。来年一年宜しくお願いします。 2,000 

・中川会長 賀寿される皆様、おめでとうござ 

 います。作守会長エレクト、石井幹事エレク 

 ト、ようこそお出で下さいました。がんばりま 

 しょう。               2,000 

・宮原和広会員 作守会長エレクト、石井幹事 

 エレクトようこそいらっしゃいました。            

                    1,000 

・赤池会員 傘寿の祝宴、ありがとうございま 

 した。まだしばらくはロータリーの皆さんに 

 お世話になります。宜しくお願い致します。               

                    5,000 

・山賀会員 本日は古稀のお祝いをいただきあり 

 がとうございました。次の喜寿のお祝いをいた 

 だく為に一生懸命生きたいと思います。 5,000 

・堤正博会員 5月20日には職場訪問例会で我社 

 へおいで頂きありがとうございました。窮屈 

 な部屋でお食事をとって頂き、すみませんでし 

 た。5月22日、無事に“繊月まつり”が終了し 

 ました。ロータリアンの方々も多数おいで頂き 

 ありがとうございました。       10,000 

・堤正博会員 本日は皆様にお祝い頂きありが 

 とうございました。まだまだ若いつもりで 

 す。これからも宜しくお願いします。  10,000 

・宮原会員 本日は還暦の祝いありがとうござ 

  います。                 5,000 

・和田会員 還暦の祝いをして頂きありがとうご 

 ざいます。もう還暦か、という気持ちです。 

 もっともっと頑張る気持を持ち続け、今からの 

 人生を生きたいと思います。今日はロータリー 

 でのお祝い、本当に感謝します。    5,000 

 ニコニコ･ごめんねカード6/3合計53,000 

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

 

  

賀寿祝 
  傘 寿 

     赤池利光   昭和７年４月１５日生 

   古 稀 

     山賀勝彦   昭和１７年２月７日生  

     堤 正博   昭和１７年４月１５日生 

   還 暦 

     宮原和広   昭和２６年８月２３日生 

     和田栄司   昭和２６年１０月２０日生 



古稀 山賀勝彦会員 

 本日はお祝いの席を設けて

頂きありがとうございます。 

これまで、親睦委員と幹事の

時に同行させて頂きお手伝い

しましたが、自分がお祓いを

受けるのは格別なものでし

た。近頃、物忘れがひどくなってきたので、５

月に小林先生のところで最新のMRIで脳の検査を

受けました。『何の異常もないよ』と云う先生

の一言で安心致しました。 

 これからは、一病息災で糖尿病と仲良く付き

合って、今まで40年近く支払ってきた厚生年金

の掛け金を尐しでも取り戻すよう、一生懸命生

きていきたいと思います。これからも宜しくお

願いします。本日はありがとうございました。 

 

古稀 堤 正博会員 

 本日は人吉ロータリーの皆

様にお祝いをいただき、誠に

ありがとうございます。心よ

り感謝申し上げます。皆様も

そうだと思いますが、私もそ

んなに年をとったとは思って

いません。まだまだ若いつもりです。古稀とい

うのも中国の杜甫の詩に「人生七十古来稀」の

語句に基づくものと聞いています。千三百年も

前の話です。 

 最近役職もずいぶん減らして時間的にいくら

か余裕のある毎日になりました。何よりも本業

の仕事の時間がとれるようになり、充实した時

間を送っています。今尐し、現役で働ける喜び

を味あわせてもらいたいと思います。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

還暦 宮原和広会員 

 今日は、賀寿会での還暦祝

いをして頂きありがとうござ

います。還暦、60歳！全然实

感が湧きませんが、先週厚生

年金のお知らせが届きました

から間違いはありません。 

 干支が60年経つと一回りして元にかえること

から、人生60歳で生まれ変わると言われている

ようです。本田ガバナーエレクトも還暦です。

次年度地区スローガンが「心機一転」なにか関

係があるのでしょうか？ 

 いよいよ来月からスタートです。今日の還暦

祝いを機に「心機一転」して精進したいと思い

ますのでご協力宜しくお願い致します。 

 

還暦  和田栄司会員 

 今年還暦とはとても思えませ

ん。まだまだ青年のようなきも

ちです。私はあんまり人付き合

いができずに、なるだけ世の中

を小さく生きようと40過ぎまで

思ってきました。でもどうしたことか40過ぎ

（45歳のとき）に人吉ロータリークラブに入会

しまして、人吉の大先輩の方々、人吉のほとん

ど中枢にいらっしゃる方々と一緒に話したり、

会長をさせてもらったりして、何とか前に出て

話すことができるようになりました。上手では

ありませんが、今までは頭の中が真っ白になっ

て次の言葉が出てこないことがしばしばでした

が、今は何とか出てきます。カラオケにして

も、友人から「和田さんはオンチじゃっで、へ

たくそじゃもんなー」と言われていたのも何と

か克服して、今では、馬場さんを追い抜く勢い

です。（じょうだんですけど）これもみんな

ロータリークラブの大先輩のご指導の賜物と感

謝いたしております。まだ60歳は鼻たれ小僧だ

そうですので、これからも一生懸命に生きたい

と思います、ご指導のほどよろしくお願いをい

たします。 

 

宇土ＲＣ石井政宏会員 

 還暦おめでとうございます 

 

 

 

◇乾杯 伊久美パスト会長 

◇手に手つないで 
 
◇閉会 宮原和広会長エレクト  


