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点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 原田知一郎委員長    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行    井手富浩委員長 
    

 
    中川貴夫会長 
 

 
 蒸し暑い一日となりまし

た。大雨続きで充分土壌は

水を含み何処が崩れてもお

かしくない状態になってい

るのではないでしょうか？

また、土・日曜日には、さ

らに台風５号が来るようで

す。災害には充分対忚出来

るように、それぞれが、ご注意ください。 

 さて、最後の会長の時間となりました。

18ヶ月お世話になりました。後で、私の時間

を設けてあるようですので改めてその時にご

挨拶をさせて戴きます。 

 12日は新世代の計画にありますように、人

吉ＲＣが後援致しております人吉球磨中学生

柔道大会が開催されました。私は出席出来ま

せんでしたので、次年度本田委員長さんにお

願いし、人吉ＲＣと

しての挨拶もして戴

きました。本田委員

長さんありがとうご

ざいました。子供た

ちの試合の様子を写

真で撮ってあり、真
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剣な取り組みが伺えました。 

 18(土)19(日)は、第2720地区ローターアク

ト第26回研修会があゆの里さんで開催されま

した。当日は第2720地区木下ガバナー、本田

ガバナーエレクト、岡村ガバナーノミニーの

３人が揃われるとの事で楽しみにしておりま

したが、木下ガバナーは、大雨の影響で八代

～人吉間の肥薩線がストップしたため熊本で

引き返された為、来られませんでした。岡村

ノミニーは宮崎より入られる予定が急遽中止

となり、本田ガバナーエレクト、寿崎パスト

ガバナー、三浦地区ローターアクト委員長、

開次年度地区ローターアクト委員長の参加で

行われました。 

 開会式・懇親会、また、研修会・卒業式と

閉会式にご参加戴きましたロータリアンの皆

様、ありがとうございました。 

 現人吉ローターアクトのメンバーは、初め

て行う事でしたので大変だったと思います

が、小野会長を中心に会議を重ね、素晴らし

い研修会・卒業式を作り上げてくれました。

また、会場におきましても、あゆの里さんに

は大変無理を言いましたが、快くお引き受け

を戴き、感謝いたしております。 

 ローターアクトは、皆様もご存じの通り、

年齢制限があり、卒業式があります。卒業さ

れるメンバーより「ロータリークラブの方々

に感謝を忘れず頑張って欲しい。」と後輩へ

のメッセージを残すアクターもおり、卒業式

の為に他県より駆けつけてくれたＯＢ・ＯＧ

もおりました。卒業式での最後の言葉を聞き

ながら、涙が流れました。 

 人吉ローターアクトも、２名が年齢退会致

します。11名となりますが、拡大をして頑

張って欲しいと思います。会員の皆様、是非

紹介をお願い致します。今回の研修会のテー



マは「だんだんぁ～ありがとう～」と掲げ、

一人一人が目的意識を持ち、普段伝える事の

出来ない感謝の想いに溢れる温かい研修会を

目指そうと、アクトのメンバーが考えて实行

したようです。素晴らしい研修会となりまし

た。感謝。 

 これを持ちまして最後の会長の時間とさせ

ていただきます。 

 2010-2011年度ＲＩテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 「だんだんなぁ～」 

  
 
   

【連絡事項】 

豊後高田ＲＣより創立50周年

記念式典の記念誌と出席のお礼が届いており

ます。 

【本日の配布】 

 2720地区大会記録誌（参加者へ） 

 人吉RC2661回、2662回会報 

 7月～6月20日までの個人出席率 

 

 ≪寄付の申し出≫ 
 
 中川貴夫会長より会長終了記念として、渡

辺洋文幹事より幹事終了記念として、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

退会の挨拶         田上和弘会員 

 ７月１日付けで九州電力㈱人吉営業所から

玉名へ異動になりました。 

 平成19年７月に入会しましてから約４年

間、皆様と楽しく交流をさせて頂き、充实し

た人吉だったと思っております。 

 今後は人吉の熱狂的ファンの一人として、魅

力ある人吉のＰＲをさせて頂きたいと思って

おります。最後に、これからの人吉ロータ

リークラブの益々

のご発展と、会員

皆様のご活躍とご

健勝を祈念致しま

して退会のご挨拶

と致します。本当

にありがとうござ

いました。 

【親睦委員会】    齊藤日早子委員長 
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 ～総まとめ～       中川貴夫会長 

 お陰さまで、皆様の協力を戴き最終例会を

迎える事が出来ました。ありがとうございま

した。 

 大久保直前会長より引き継ぎを受けたのが

昨日の様に思えます。「あっと言う間に過ぎ

てしまいますよ。」と言われたのですが？そ

の時私の気持ちは、いっぱい、いっぱい、ギ

リギリでした。 

 私の年度より、第2720地区木下光一ガバ

ナーの正式なペッツが復活し2010年２月27

(土)28日(日)より大分にて会長エレクトセミ

ナーがありました。ＲＩ会長レイ・クリンギ

ンスミス氏のメッセージを聞き、また木下ガ

バナーの方針テーマを延べられました。その

後、研修に関してワークショップを取り入れ

られ、各クラブの思い、考えを発言しながら

本日の出席率 

会   員   数   68名   72.73% 

出 席 免 除 3名 6 / 3例会出席率   80.60％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 12名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 98.48％ 

＊届け出欠席者  

 尾上・青木・木村・有馬・永江・北・堀・小林祐・大賀・山本 

 ＊出席免除会員 (a) 石蔵 (b) 増田，愛甲康 

メークアップ 

ＩＭ；大久保・齊藤・高山・浦田・和田・渡辺・山口 

次年度委員会；愛甲英・有馬・浅野・馬場・葉山・本田・井手 

渡辺洋文幹事 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 大久保勝人 ４９ １１．５ ３７．５ 

準優勝 北昌二郎  ４６ ６．５ ３９．５ 

３位 尾方芳樹 ４６ ６．３ ３９．７ 

４位 鳥越博治 ５６ １６ ４０ 

５位 浅野 強 ４６ ４．５ ４１．５ 

ＢＢ 漆野智康 敢闘 板井英朗 

ﾆｱﾋﾟﾝ    ⑫浅野 強  ⑮鳥越博治  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 ⑱尾方芳樹 

６7歳未満 ⑱漆野智康 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹  

６7歳未満 浅野 強   



供たちと一緒に20名、３泊４日で訪韓しまし

た。 体験事業では、子供たちそれぞれに

ネーム入り道着を準備してあって、それを着

てのテコンドウ体験、真剣に取り組む姿勢に

感動を覚えました。暑かったですが、陶磁器

作りなど素晴らしい实習体験を計画戴き慶山

ＲＣメンバーに感謝した次第です。浅野国際

奉仕委員長の計画实行、無事に事業を終え

帰って来た事、大成功でした。ありがとうご

ざいました。また、この青尐年活動において

は友愛基金を活用させて戴いた事、感謝いた

します。 

 ＳＡＡ原田委員長さんには、2010年６月24

日（木）に家庭集会を開催し、タクトの練習

が始まりました。また委員会全員で例会前よ

り準備を始めて戴き、また、クラブの事業全

般に協力戴きありがとうございました。原田

委員長も馬場副委員長の指導により、タクト

はずいぶん出来るようになりましたが、もっ

と極めて戴くようにお願い致します。ありが

とうございました。 

 ニコニコ箱委員会水野委員長さんには、特

別会計予算として重要な財源を確保戴きあり

がとうございました。 

 出席委員会平田委員長さんには、明るく、

楽しく元気よく出席委員会を盛り上げて戴き

ありがとうございました。また、残念にも病

欠出席免除があったため修正出席率が100％

にならなかった事についても心配いただきま

したが、これは仕方ない事で会員のメイク

アップ向上、無届欠席の注意を促してもらっ

たことに感謝いたします。ありがとうござい

ました。 

 会員組織増強委員会は、とても重要な委員

会であり、有馬委員長さんには会員増強に積

極的に取り組んで戴き委員会をまとめ、２名

の素晴らしい会員さんを入会戴きありがとう

ございました。残念にも３名の退会者が出ま

したが、防ぎ様の無い事もありますので、こ

れからも増強の必要性を説いて戴きます様に

お願い致します。ありがとうございました。 

 職業分類委員会・岡委員長さん、会員選考

委員会・赤池委員長さんには、会員入会に当

たり委員会を開催して戴きクラブ細則８条

ｈ・ｉを忠实に検討戴き会員増強委員長と共

に協議・運営して戴きありがとうございまし

た。これからも、後輩へのアドバイスをよろ

しくお願い致します。 

 雑誌委員会・川越副委員長さんには途中委

員長不在となり申し訳なく思っておりますが

副委員長として委員会を運営して戴きありが

とうございました。 

の研修で私にとってとても充实した研修とな

りました。ガバナーのテーマ「原点をみつめ

て、未来を拓く」と私の所信「基本を見つ

め、魅力あるロータリーライフ」が同じ方向

を向いていたのには、びっくりしました。 

それから約一ヶ月後の、3月27日(土)・28 

日（日）別府にて地区協議会が開催され人吉

ＲＣ各担当委員長さん方には別府大学キャン

パスの研修に参加戴き、私の年度が動き始め

る事となりました。 

 私は、とても恵まれていました。1995年６

月16日、名門人吉ロータリークラブに入会さ

せて戴いた事。各委員長を経験させて戴き幹

事も務めさせて戴いた事。そして、会長ノミ

ニーに就任させて戴いた時より、素晴らしい

先輩方からロータリークラブの運営につい

て、会長の時間について、「会長の時間の資

料・原稿などこういう物があるよ。」とか

「私の会報を見てみる」とか色々資料を戴

き、アドバイスを戴いたこと。そして何よ

り、それぞれの委員長さんに恵まれた事であ

ります。それがなければ、今年度の私は無

かったと思います。 

 2010年７月２日（金）中島広報委員長さん

の計画のもと国宝青井阿蘇神社祈願して表敬

訪問、人吉市役所、人吉警察署、熊本県県事

務所、人吉新聞社など挨拶致しました。対外

広報を計画して戴き、三クラブ（多良木・人

吉中央・人吉）合同例会にはパワーポイント

を屈して懐かしい三クラブに縁のある事業を

紹介戴きありがとうございました。 

 Ｒ情報委員会片岡委員長さんには、栞作成

の上での新情報を的確に組み込まれ、定款変

更、細則変更をチェックして戴き素晴らしい

栞を提言戴きました。栞に五大奉仕でスター

トしたのは人吉ＲＣだけではないでしょう

か？また、新入会員のオリエンテーション、

セミナー・ミニ情報も確实にして戴き、基礎

が出来たと思います。ありがとうございまし

た。 

 親睦委員会・齊藤親睦委員長さんには、各

委員さんと共に役割分担を決めて戴き、理想

の委員会活動をして戴きました。新旧理事役

員歓送迎会に始まり、賀寿会まで五大親睦活

動を委員全員で行って戴き、委員会活動その

他、確实にこなして戴きありがとうございま

した。 

 浅野国際奉仕委員長さんには前国際奉仕委

員長の宮原会長エレクトと綿密な打ち合わせ

をして戴き、私の年度の所信でありました青

尐年にかかわる活動として第10次韓国慶山Ｒ

Ｃへの青尐年ホームステイー交流を10名の子



 クラブ会報山田委員長さんには、委員会に

山賀名カメラマンもいる中、家庭集会におい

て「わたしゃ、カメラで写す事、しいきぃ～

らんもん」と言っていた牛島副委員長さんを

例会のカメラウーマンとして立派に育てて戴

きありがとうございました。お陰様で会報も

良いものに仕上がりました。ありがとうござ

いました。 

 職業奉仕委員会塚本委員長さんには、ラス

トスパートで、優良職員表彰と、繊月酒造さ

んにお願い致しての職場訪問を行なって戴き

ありがとうございました。人吉新聞にも取り

上げを依頼戴きロータリークラブの広報にも

なりました。お世話になりました。 

 社会奉仕委員会葉山委員長さんには、色々

な会議参加が一番多く、大変だったと思いま

す。また、委員会全体で振り分け活動してい

く事が理想であると思います。ありがとうご

ざいました。 

 環境保全委員会延岡委員長さんには、大変

迷惑をおかけいたしました。早朝例会では、

15年間に２回目という雨になってしまい、青

井阿蘇神社の参集殿をお借りしての例会とな

りました。私が、いかに雨男かと言うのを暴

露してしまった様です。準備変更と段取りに

お世話になりありがとうございました。来年

度もロータリー財団地区補助金の活用をする

為に委員長となられ事業の検討・継続をして

戴き感謝いたします。 

 地域発展委員会本田委員長さんには、地域

発展功労者の表彰を行って戴き「人吉地産地

消推進協議会」と「商工会議所女性部会」を

表彰戴きました。活動は人吉新聞へ掲載さ

れ、広報活動としてもアピールをして戴きま

した。また、ローターアクトの宮崎薫さんに

は地域活性化等の卓話を戴き感謝しておりま

す。ありがとうございました。 

 ヘルスサポート委員会武末委員長さんには

会員の健康管理のために素晴らしい外部講師

をご依頼戴き、会員の皆さんも真剣に聞かれ

ており有意義な例会でした。ありがとうござ

いました。これからも自分自身の健康管理を

極めて戴きますようにお願い致します。 

 新世代奉仕岩井委員長さんには、新世代の

ための月間に、熊本県立大学理事長蓑茂壽太

郎氏を招き、「有為な人材を輩出し熊本の近

代化に影響を与えた熊本洋学校の歴史、外国

文化を導入するために招かれたアメリカ軍

人・教師ジェーンズの功績について」を講演

戴きました。「今、人吉で話題となり脚光を

浴びている飛行家の日野熊蔵氏はジェーンズ

の孫弟子である。」と話されジェーンズの会

の初代会長を引き受け、大事に次世代に伝え

たい思いを話して戴きました。岩井委員長あ

りがとうございました。 

 ローターアクト立山委員長さんには積極的

にローターアクトを指導して戴き、２月27日

（日）にはローターアクト創立35周年記念式

典を行い、６月18日（土）19日（日）には第

2720地区ローターアクト研修会・卒業式を行

ないました。アクトのメンバーは一丸とな

り、初めて行う研修会のために会議を重ね、

開催当日一週間前には、仕事後毎日集まり、

開催に向けて頑張りました。当日は大雨で悪

天候にもかかわらず素晴らしい研修会、涙が

止まらないくらい感動的な卒業式が出来まし

た。13名のアクトの力が結集した証しだと確

認したしだいです。若松さんと、赤尾さんが

残念にも年齢卒業となりましたがバックアッ

プしてくれると思います。クラブ幹事賞とし

て、福光珠美さんが表彰受けたのも最高でし

た。来年も会員を拡大出来ればと期待してい

ます。立山委員長、来年もよろしくお願い致

します。ありがとうございました。 

 米山記念奨学委員会安達委員長さんには、

米山記念奨学生の徐国棟君を招待して、例会

で卓話をして戴きました。終了後、人吉市内

の会員事業所訪問や人吉市内観光、夜はロー

ターアクトとの交流もして戴きました。ま

た、米山記念奨学金に対しても地区との話し

合いの上、適正な寄付を計画して戴き、米山

記念奨学会より今まで先輩達が寄付された金

額が1000万円に達したとの事で表彰を戴きま

した。安達委員長ありがとうございました。  

 そして、米山記念奨学委員会のエキスパー

トと言われておられた高嶋パスト会長の退会

は覚悟しておりましたが、次年度、名誉会員

として承認戴いたので、これからも色々とア

ドバイスを戴けると思います。これからも宜

しくお願い致します。 

 ロータリー財団委員会和田委員長さんに

は、「会員の財団寄付金ゼロを無くそうと」

言う計画を立てて实行して戴きました。今ま

での財団寄付にメスを入れ、個人の新しい寄

付の形態を確立して戴きました。また、財団

寄付カードを作り100％ポール・ハリス・フェ

ローとなる様に計画をして戴きました。来年

度は地区に出向して戴き、引き続き人吉ＲＣ

の財団委員長もして戴き感謝しております。

ありがとうございました。 

 会計では石原会員にお願いし中間報告を戴

きありがとうございました。本決算もよろし

くお願い致します。 

 理事の高山パスト会長さんには新しく友愛



基金について使用適性を判断戴き理事会にて

報告、合わせて理事会決議に助言戴きありが

とうございました。 

 又、友愛基金については、現在、約2600万

円あり一括定期を行っておりましたが、大事

な皆様方のお金という判断で分割を行い、

1000万円ずつ、熊本ファミリー銀行さん、肥

後銀行さんに分け、約600万円を肥後銀行さん

の普通預金とさせていただきました。これは

ペイオフの関係と友愛基金を使用する場合、

定期であれば解約手続きが大変である事から

であります。ご理解を戴きたいと思います。  

 又、現在人吉RC会員の中には、肥後銀行さ

んと、熊本ファミリー銀行さん２行でござい

ますのでそのようにさせて戴きました。尚、

理事会の承認は戴いております。 

 監査委員におかれましては、釜田委員長さ

んになって戴き中間決算および本決算をよろ

しくお願い致します。監査委員の立場より友

愛基金の使用について確認される意味からオ

ブザーバーとして理事会にも参加戴きありが

とうございました。 

 

 毎週水曜日には、渡辺幹事とプログラム委

員会の井手委員長さんには事務局で打ち合わ

せをして戴き、私がスッポカシをする事が多

く迷惑をかけましたが愚痴を言うことなく、

冷静にタイムスケジュールを計画し、实行し

て戴きました。当初の打ち合わせにおいて

「無理に詰め込まず楽に行って行きましょ

う。」と言ったにも拘わらず、食事の時間が

尐なかったかな～と反省もしております。し

かし、これは私がクラブ協議会を前期・後期

と分けた事で起こったと思っております。井

手委員長には、栞通りの計画運営をして戴き

感謝しております。ありがとうございまし

た。 

 最後に、渡辺幹事さん・・・一年間私に付

き合ってくれてありがとうございました。大

好きな釣りを減らし「土曜、日曜はロータ

リー活動を優先して欲しい」と無理を言った

にも拘わらず、無言で黙々と行動を共にして

くれた事、感謝しております。また、幹事を

引き受けてくれ、すぐに手元にノートパソコ

ンがあったと思ったら、ｉパッドが発売され

たその翌日、幹事の手の中にｉパッド・・・ 

「どうしたと？」と聞くとインターネットで

予約していたからと「二ヤリ」平然とそれを

使い、また黙々と幹事の仕事を入力してくれ

ました。「無言」でやる男と思っておりまし

たが、感謝・感謝、です。 

 今日で幹事の役目を私と一緒に終わります

が、来年度も一緒にロータリーを忘れず、好

きな釣りをしながらお互い頑張りましょう。  

 また、渡辺幹事の出来た奥さん、料理が得

意な「孝ちゃん」にも感謝しております。家

庭集会と言えば勝手に打ち合わせを行い幹事

自宅で家庭集会をいたしました。また、幹事

が魚を釣ってきて連絡してくれれば集まるか

ら、よろしくお願い致します。本当に、一年

間お世話になりました。良く出来た女房でし

た。ありがとう。 

最後に、３月11日（金）東日本大震災が発生

し、開催が危ぶまれた地区会員大会でした

が、「魅力あるロータリーライフ」の思い

で、会員の皆様そして奥様にも参加を依頼し

た第2720地区会員大会。会員の皆様もお忙し

い上、懇親会登録とのアクシデントにも拘わ

らず参加戴き、地区での最多登録表彰を戴き

ました。そして意義深い親睦会が出来たと

思っております。他クラブより「人吉ＲＣは

すごいね～」と言って戴きました。クラブが

１つとなり行動していく事が重要な事と思い

ます。 

 そして、発生した震災に対しまして義援金

活動に協力戴き、そして中華民国台北稲江Ｒ

Ｃ、大韓民国慶山ＲＣからの義援金も送られ

て参りました。合わせて260万円を地区ＲＣに

寄付しましたが人吉ＲＣの凄さを感じまし

た。これからも東日本の復興に向けて協力を

していかなければと思います。そして、台北

稲江ＲＣ、慶山ＲＣからの震災見舞金が送ら

れて来た事を決して忘れてはならないと思い

ます。あってはいけませんが万が一災害が起

こった時、今度は人吉ＲＣが率先してお手伝

いをしなければいけないと思います。 

 来年、台北稲江ＲＣの調印式が予定されて

おりますが参加させて戴きお礼を言ってまい

ります。 

 人吉ロータリークラブに在籍させて戴く限

り頑張っていきます。まだまだ言いたい事は

たくさんあり、お礼も言いつくしませんが、

一年間、皆様の協力を戴き感謝申し上げ、お

礼の言葉に代えさせて頂きます。 

本当にありがとうございました。感謝 
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 苦労様でした。また、最終ゴルフコンペ、 
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・鳥井会員 中川会長、渡辺幹事、ご苦労様 

 でした。お世話になりました。今後共よろ 

 しくお願いします。        2,000 

・堤正博会員 ○田上会員の退会を惜しみま 

 す。いろいろとありがとうございました。 

 ○中川会長、渡辺幹事、一年間ご苦労様で 

 した。すばらしい年度でした。   3,000 

・片岡会員 中川会長、渡辺幹事、一年間ご 

 苦労様でした。          2,000 

・有村会員 川瀬様はるばる京都からの訪問 

 を歓迎します。田上さんお世話になりまし 

 た。               1,000 

・宮原会員 中川会長、渡辺幹事お疲れ様で 

 した。田上会員４年間いろいろありがとう 

 ございました。          2,000 

・浦田会員 中川会長、渡辺幹事さん、一年 

 間ご苦労様でした。        2,000 

・中島会員 中川・渡辺年度、早くも終わり 

 ます。もっと会長の時間、聞きたかったと 

 思います。一年分の会長の時間を冊子にし 

 てくれませんか？期待して待っています。 

                  2,000 

・堤脩会員 中川会長、渡辺幹事、一年間ご 

 苦労様でした。          2,000 

・武末会員 中川会長、渡辺幹事、すばらし 

 い一年お疲れ様でした。立山ローターアク 

 ト委員長もローターアクト研修会お疲れさ 

 までした。盛会でよかったですﾈー！ 2,000 

・和田会員 中川会長、渡辺幹事、一年間お 
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・牛島会員 中川会長様、渡辺幹事様、お疲 
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・山賀会員 中川会長、渡辺幹事、一年間お 

 疲れ様でした。会長の例会最後の「地域を 

 育み大陸をつなぐ」が聞けなくなるのがさ 

 びしいです。           2,000 

・安達会員 中川会長、渡辺幹事、井手プロ 

 グラム委員長、一年間充实した例会をあり 

 がとうございました。ナイスチームワーク 

 でした。             2,000 

・山田会員 中川会長、渡辺幹事、一年間お 

 疲れ様でした。会長の時間の中でのロータ 

 リーについての学習、大変勉強になりまし 

 た。               1,000 

・高山会員 中川会長、渡辺幹事さん、一年 

 間お疲れ様でした。立派な一年間でした。 

 田上さん、今後の活躍を祈ります。  2,000 

・丸尾会員 中川会長、渡辺幹事、一年間お 

 疲れ様でした。          1,000 

・井手会員 中川会長、渡辺幹事、一年間あ 

 りがとうございました。宮原次年度会長、 

 馴田次年度幹事、次年度宜しくお願い致し 

 ます。プログラム委員長として一年間皆様 

 にお世話になり、ありがとうございまし 

 た。特に事務局の緒方さん大変ありがとう 

 ございました。          3,000 

・岩井会員 中川会長、渡辺幹事、一年間大 

 変お疲れさまでいした。これからはゴルフ 

 に釣りに頑張って下さい。田上さん、公私 

 共に大変お世話になりました。人吉にお出 

 での時は我社にお立ち寄り下さい。 2,000 

・本田会員 中川会長渡辺幹事をはじめ、理 

 事の皆さん、一年間おつかれ様でした。ま 

 さに“地域を育み、大陸をつなぐ”一年で 

 した。              2,000 

・葉山会員 中川会長、渡辺幹事お疲れ様で 

 した。田上会員、またお会いしましょう。 

 お世話になりました。       2,000 

・延岡会員 中川会長、渡辺幹事、一年間ご 

 苦労様でした。田上所長、４年間大変お世 

 話になりました。玉名でもご活躍下さい。 

                  2,000 

・原田会員 中川会長、渡辺幹事、一年間お 

 疲れさまでした。そしてＳＡＡ委員の皆 

 様、一年間支えて頂き誠に有難うございま 

 した。馬場副委員長、来年度ガンバッテく 

 ださい。田上会員、いろいろお世話になり 

 ました。また、人吉へ金曜日にアソビに来 

 て下さい。お元気で!!       2,000 

・漆野会員 中川会長、渡辺幹事、一年間大 

 変おつかれ様でした。ゴルフの賞品ありが 

 とうございます。         2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード6/24合計70,000 

 

 

      点 鐘   中川貴夫会長 

    


