
年１月10日午前９時半頃、気分が悪くなったの

で椅子に座っていたんですが、気を失っていた

ようです。気付いた時は床に横たわり救急車が

来ていました。病院で検査をしてもらったら水

分不足と血圧の下がりすぎでした。これからも

健康に注意し、ゴルフを出来る限り楽しみたい

と思います。岩本会員宜しくお願いいたしま

す。 
 
喜寿  牛島スミ子会員  

 皆様にこの様な盛大な喜寿の

お祝いをして頂き本当にありが

とうございます。おかげ様で元

気で七十七歳を迎えることが出

来ました。私の健康は早朝から

の弁当作りと自分のことは自分

ですること。また、私の一番の楽しみは金曜日

に皆様とお会い出来ることが長生きの秘訣だと

思います。一生懸命頑張ってついて行きますの

で、今後ともよろしくお願い致します。 
 
古稀  愛甲 康会員 

 昭和54年に入会以来、約33年。毎年多くの方

の賀寿の会に出席し、古稀の御祝を見て来まし

たが、やはり、御老体の「古来稀なり」の祝事

を、他人事の様に思っていました。ところが今

年は私がその席へ。最近入会された若い会員は

私の昔の頃と同じ目線、思いで私を見るんだろ

うなと思うと少し悲しくなります。先日残念に

もお亡くなりになった石蔵さんとは同年生で、

そう考えると少し歳は取りましたが、元気に第

一線で社会奉仕が出来ることに感謝しなければ

と思います。会員の皆様方に古稀を御祝い頂き

厚く御礼申し上げます。 
 
還暦  安達玄一会員 

 参拝中から宮原会長は、ご機

嫌でしたが、厳かな神殿の中で

私と岩本大先輩の頭を後ろから

眺め笑っている写真が私のフェ

イスブックに掲載されています

ので御覧下さい。ロータリーに

入会したのは厄晴れの頃で、合ノ原町に新居を

構え新事務所で家内と二人で意気揚々と営業を

始めた頃でした。多くの方と知り合い色んな勉

強が出来たことは、今は喜びと感じています。

７月からローターアクトの委員長を務めますの

で若者の気持ちを理解できるよう若還りを目指

していこうと心新たにしているところです。有

難うございました。 
 
還暦  岩本光義会員 

 本日は、還暦のお祝いを催していただき、誠

に有難うございます。このたび節目のお祝いを

迎えられた大先輩が沢山おられますので、私な

んぞまだまだあかちゃん、洟垂

れ小僧であります。後20年もし

たら何とか一人前になるのでは

ないかと思っております。60年

間生きてこられたのも、これま

でお付き合いくださいました

ロータリアンの皆様方を始め、多くの方々に

支え励ましていただいたお陰であり、深く感

謝申し上げます。これからは、新たな気持ち

で後半生を過ごして行きたいと思いますの

で、これまでどおり御指導、御鞭撻のほどよ

ろしくお願いします。 

 

厄入り 漆野智康会員 

 厄入りのお祝い有難うござい

ました。国宝である青井阿蘇神

社にてお祓いをしていただき、

また、大勢のロータリアンの先

輩方に見守っていただけると思

うと、大変心強く感じます。お

祝いの席でも多くのお祝いのお言葉をいただ

き、「頑張ろう」という気持ちが一段と大き

くなりました。40歳といいましても、皆様方

からするとひよっこであります。今後もいろ

いろな勉強をさせていただきながら、球磨川

の尺鮎のように大きく成長していきたいと

思っております。今後もご指導をよろしくお

願い申し上げます。有難うございました。 

◇記念品贈呈  

◇乾杯 赤池利光パスト会長 
 
～祝宴～ 

◇賀寿会記念天狗俳諧 

上下ありき 楽しき集い おめでたい 

風吹けば 歳を重ねて ありがとう 

ハゲてきた 頭も光り まだできる 

人生は 酒を飲み過ぎ 善き日かな 

めでたけり 何が何でも 我れ行かん 

新たなる もう沢山だ 賀寿の会 

できるかな ナムアミダブツ 長生きだ 

賀寿祝い あっちもいける お前だけ 

思い出も 長生きしたや ロータリー 

尺鮎の 明日は我が身か ノータリン（賞） 
 
◇手に手つないで 
 
◇閉会 

 山賀勝彦会長エレクト  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月ロータリー親睦活動月間 
 
点 鐘          宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山SAA委員 

           国 歌  「君が代」 

            Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

    宮原和広会長 
 

 ６月１日、早いもので本年度残すところ後

１ヶ月となりました。本日は、親睦委員会によ

る５大親睦活動の最後の行事であります賀寿祝

賀会が例会後開催されます。この度歳祝いを迎

えられました９名の会員の皆様に心よりお祝い

を申し上げます。 

 私も１年前、今日と同じように皆さんに還暦

祝いをして戴き、お礼の言葉に「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』して頑張りますので、皆さんのご協力

ご指導宜しくお願いします。」と言ったのを思

い出しました。おかげ様で皆さんのご協力ご指

導を受け１１ヵ月無事に終わりました。気を引

き締めて悔いのない１ヶ月にしたいと思います
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第 43 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本委員長 

ので宜しくお願い致します。 

 今日は、太公望らが心待ちにしていたアユ漁

解禁日です。この日を待っておられたのが山賀

会長エレクトではないでしょうか？若アユで商

売繁盛、その勢いで新年度に邁進されることを

祈念致します。 

 ６月１日に千葉県佐倉市で開催される国際ヘ

リテージローズ会議に参加される外国人研究家

の方々が錦町の球磨川河川敷に自生するツクシ

イバラを視察されました。これに合わせて５月

28日、清流山水花あゆの里で視察団歓迎セレモ

ニー・パーティーが開催されました。この事は

当クラブでも理事会に於いて後援・協賛の承認

を戴いており、当クラブからも数名の参加を戴

きました。また、馬場会員もゲスト出演者とし

て参加されました。圧倒的に女性客が多く、私

の隣はニュージーランドのダフィネさんという

年配の女性の方が座られ、お互い自己紹介をし

て名刺交換すると、｢オウ！ロータリアン」と

一言、その後通訳の方を交えて会話をしまし

た。ボランティア団体で、学校に行けない子供

たちに語学を教えておられるそうで、ロータ

リーでいう奉仕の精神そのものだと確信致しま

した。開演間近、他の会合を中座して来られた

少し赤ら顔の伊久美パスト会長も席に着かれま

した。全体的に女性主体の和やかなパーティー

でした。 

 ６月はロータリー親睦月間となっています。

ロータリー綱領の第４項に「奉仕の理想に結ば

れた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交

によって、国際間の理解と親善と平和を推進す

ること」となっています。国際親睦グループや

職業グループ等を通じて世界中のロータリアン

で実践しようという月間です。先程お話しまし

                賀 寿 会 



たダフィネさんと私の会話も小さな親睦を果

たしたのかもしれません。 

 次年度の会員組織増強委員会セミナーが５

月26日に大分で開催されました。会員増強拡

大委員会リーダーの中川会員の元で、次期山

賀会長、浅野幹事、次期会員組織増強委員会

尾方委員長、伊久美副委員長がセミナーに出

席されました。現在、会員数67名となってお

りますので、以前の70名を次年度はクリアし

て戴きたいと祈念して終わります。 

 

   馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①2720地区本田光曠ガバナーより 

・第11回日韓親善会議開催の案内 

 日時；平成24年8/31(金)～9/1(土)15時～ 

 場所；東京都 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪 

・日韓親善会議に伴う宿泊とｴｸｽｶｰｼｮﾝの案内 

②次年度第６分区ガバナー補佐那須弘文よ 

 り、公式訪問についての文書→次年度へ 

③芦北ＲＣ40周年式典参加お礼の文書 

④平成24年度人吉市青少年育成市民会議総 

 会・研修会開催の案内 

 日時；平成24年6月23日(土)9:30～12:00 

 場所；総合福祉センター 

 →次年度会長・新世代委員会へ 

⑤青井阿蘇神社奉賛会より｢青井阿蘇神社おく 

 んち祭勉強会｣開催案内並びに参加のお願い 

⑥人吉柔道協会より第39回人吉球磨中学生柔 

 道大会(6/10）の共催・協賛金のお願い 

 →新世代委員会予算より 
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【親睦委員会】          戸高克彦委員長 
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【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 

・宮原会長 本日は賀寿のお祝いです。９名 

 の方々おめでとうございます。   ＄20 
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      傘寿 昭和８年生まれ  

    伊久美寛志  釜田元嘉       

   喜寿 昭和１１年生まれ  

     岩本泰典 鳥越博治 牛島スミ子 

   古稀 昭和１８年生まれ  

   愛甲 康 

   還暦 昭和２７年生まれ  

   安達玄一 岩本光義 

   厄入り 昭和４７年生まれ  

    漆野智康 

本日の出席率 

会  員  数   67名   84.38% 

出 席 免 除 3名 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 98.46％ 

5 /18例会出席率  80.95％ 

＊届け出欠席  

 青木・馬場・渕田・石原・片岡啓・片岡忠・木村 

 永尾・立山・外山 

＊出席免除会員 

 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ 

クリーン人吉；牛島・山賀・山田・山口 

芦北RC40周年；赤池・有村・浅野・葉山・井手・板井 

       岩井・北・宮原 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 堤 正博 ８８ １８ ７０ 

準優勝 鳥井正徳 ８６ １５ ７１ 

３位 水野虎彦 ８９ １６ ７３ 

４位 片岡啓一 ９８ ２１ ７７ 

５位 塚本哲也 ８１ ４ ７７ 

ＢＢ 伊久美寛志 敢闘 尾方芳樹 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ② 大久保勝人  ⑧ なし  

  ⑫ 塚本哲也   ⑮ 水野虎彦  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上  ④鳥井正徳 ⑱尾方芳樹 

６7歳未満  ④水野虎彦 ⑱塚本哲也 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 鳥井正徳 43・43・86 

６7歳未満 塚本哲也  ４1・40・８１ 

 賀寿会 

ます。人吉高校は第４回卒と

なりますが、旧制人吉中学で

の最後の入学となります。そ

のような事にて、「人中どん

じり会」と云うゴルフの会を

つくり、会長をさせてもらっ

ております。現在は病気療養中によりゴルフ

は出来ませんが、早く復帰したいと思ってい

ます。私は醤油・みそ製造業を営んでおりま

すが、残念ながら斜陽産業であります。人吉

に於いても、昔は二日町に多田醤油店という

大きなお店の他、いくつもの店がありました

が、現在は人吉ＲＣに在籍しておられます馬

場醤油店、緑屋本店、そして弊社の３店であ

り、全盛期の半分以下となっています。しか

し、店は幸い、蔵めぐりの見学コース「み

そ・しょうゆ蔵」が好調ですので、一層がん

ばろうと思っております。今後とも宜しくお

願い致します。 
 
喜寿  岩本泰典会員 

 本日は喜寿のお祝いをして頂

き有難うございます。私は２月

生まれなものですから、１年早

い同級生との喜寿祝いを昨年や

りました。その様なことで、賀

寿毎に２度の祝いを頂いており

感謝申し上げます。と言いながら、ひな壇に

座らせて頂いていますが、杯のやりとりを致

しませんのでお許しのほどお願い申し上げま

す。この事は私のＲＣの会長当時、自分の好

きな酒を好きな量だけ飲んで楽しく過ごしま

しょうと訴えました。当時の市長でした福永

浩介さんが「泰ちゃん、良い運動をしてもら

いました」と喜んでもらいました。しかし、

市長ともなればそれは叶わない事でしょう。

現在大病をされているようです。 

 二十歳代の頃、上場企業の取引先から大阪

道頓堀の料亭に招待されました。人吉球磨で

の慣例に習い、社長の席へコップを持って杯

に行きました。「君は誰かね！」。と大声で

言われ座は白けます。みんなの前で大恥をか

いて以来、杯のやり取りがトラウマになり今

に至っています。そして、皆さんに胃癌をう

つさぬ様、杯をカチンと合わすだけにさせて

下さいませ。身勝手で申し訳ありません。本

日は有難うございます。 
 
喜寿  鳥越博治会員 

 このように盛大に私の喜寿を

祝ってくださって有難うござい

ます。心からお礼を申し上げま

す。何時どうかあってもおかし

くない歳になったようです。昨

 
        司会進行：戸高委員長･岩本泰典委員 
 
◇お祝いの言葉       宮原和広会長 

 本日は賀寿のお祝いです。 

 本日、朝10時に国宝青井阿蘇神

社において、傘寿の伊久美会員・

釜田会員、喜寿の岩本泰典会員・

鳥越会員・牛島会員、還暦の安達

会員・岩本光義会員、厄入りの漆

野会員の８名の方々と一緒に、古稀の愛甲会員

も入れ９名の無病息災を祈念してお祓いをして

まいりました。傘寿80歳、喜寿77歳、古稀70

歳、還暦60歳、厄入り41歳と年齢を言わないと

分からないくらい皆さんお若く見えます。さす

が世界長寿国日本です。節目を迎えられた方々

に心よりお祝い申し上げます。そして今晩は会

員皆様と一緒に楽しい宴の一夜にしたいと思い

ます。本日は誠におめでとうございます。 

 

◇賀寿祝い会員挨拶  

傘寿  伊久美寛志会員 

 本日は御多忙の中、朝10時か

ら宮原会長、馴田幹事、事務局

の緒方さんが出席していただ

き、欠席した愛甲康会員以外の

８名が青井阿蘇神社の拝殿で、

これまでの安寧に感謝をし、こ

れから生業の平安と健康でありますようにと、

祝詞を奉げ祓い清めてまいりました。 

 八十歳の傘寿を迎えていささか手前勝手です

が、これからの短い将来のことを考えました。

それは一番恐ろしいことは妻を亡くすことで

す。家内のことはすべて任しぱなしで、季節の

衣類の場所、日用品の有無から洗濯、食事と考

えはじめると呆然自失の状態になります。斯く

なる上は考えられることは只ひとつ、妻には私

より一日も長く生きてもらうことです。したが

いましてストレスを与えないように日々の行な

いは逆らわず、神の言葉と信じることです。 

 これからの信条として行動の範囲など、いろ

いろなことを５年を単位として生きて行きま

す。それによって私の思想、生活が凝縮し、更

に５年後を迎えることが出来るならその時は森

羅万象に感謝を奉げ次なる行動に移ります。人

吉ロータリークラブに在籍していることを誇り

と思い、会員の友情に限りない感謝を申し上げ

ましてお礼といたします。 
 
傘寿  釜田元嘉会員 

 本日は青井阿蘇神社にて傘寿のお祓いを行

い、人吉ＲＣの皆様で私の傘寿を祝っていただ

き、誠にありがとうございます。私は、昭和８

年８月27日生まれにて、誕生日に満80歳となり
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 日時；平成24年6月23日(土)9:30～12:00 

 場所；総合福祉センター 

 →次年度会長・新世代委員会へ 

⑤青井阿蘇神社奉賛会より｢青井阿蘇神社おく 

 んち祭勉強会｣開催案内並びに参加のお願い 

⑥人吉柔道協会より第39回人吉球磨中学生柔 

 道大会(6/10）の共催・協賛金のお願い 

 →新世代委員会予算より 
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 PaulHarris Fellow  

   認証ピンの贈呈 
      
   和田栄司会員 
   

 

   岩井和彦会員 

 

  

 

 

 

 

【親睦委員会】          戸高克彦委員長 

 ５月のゴルフ表彰 ５５月のゴルフ表彰 ５月２７日月２７日  チェリーチェリーGG 

【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 

・宮原会長 本日は賀寿のお祝いです。９名 

 の方々おめでとうございます。   ＄20 

  

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 

 

 

    
  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      傘寿 昭和８年生まれ  

    伊久美寛志  釜田元嘉       

   喜寿 昭和１１年生まれ  

     岩本泰典 鳥越博治 牛島スミ子 

   古稀 昭和１８年生まれ  

   愛甲 康 

   還暦 昭和２７年生まれ  

   安達玄一 岩本光義 

   厄入り 昭和４７年生まれ  

    漆野智康 

本日の出席率 

会  員  数   67名   84.38% 

出 席 免 除 3名 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 98.46％ 

5 /18例会出席率  80.95％ 

＊届け出欠席  

 青木・馬場・渕田・石原・片岡啓・片岡忠・木村 

 永尾・立山・外山 

＊出席免除会員 

 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ 

クリーン人吉；牛島・山賀・山田・山口 

芦北RC40周年；赤池・有村・浅野・葉山・井手・板井 

       岩井・北・宮原 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 堤 正博 ８８ １８ ７０ 

準優勝 鳥井正徳 ８６ １５ ７１ 

３位 水野虎彦 ８９ １６ ７３ 

４位 片岡啓一 ９８ ２１ ７７ 

５位 塚本哲也 ８１ ４ ７７ 

ＢＢ 伊久美寛志 敢闘 尾方芳樹 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ② 大久保勝人  ⑧ なし  

  ⑫ 塚本哲也   ⑮ 水野虎彦  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上  ④鳥井正徳 ⑱尾方芳樹 

６7歳未満  ④水野虎彦 ⑱塚本哲也 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 鳥井正徳 43・43・86 

６7歳未満 塚本哲也  ４1・40・８１ 

 賀寿会 

ます。人吉高校は第４回卒と

なりますが、旧制人吉中学で

の最後の入学となります。そ

のような事にて、「人中どん

じり会」と云うゴルフの会を

つくり、会長をさせてもらっ

ております。現在は病気療養中によりゴルフ

は出来ませんが、早く復帰したいと思ってい

ます。私は醤油・みそ製造業を営んでおりま

すが、残念ながら斜陽産業であります。人吉

に於いても、昔は二日町に多田醤油店という

大きなお店の他、いくつもの店がありました

が、現在は人吉ＲＣに在籍しておられます馬

場醤油店、緑屋本店、そして弊社の３店であ

り、全盛期の半分以下となっています。しか

し、店は幸い、蔵めぐりの見学コース「み

そ・しょうゆ蔵」が好調ですので、一層がん

ばろうと思っております。今後とも宜しくお

願い致します。 
 
喜寿  岩本泰典会員 

 本日は喜寿のお祝いをして頂

き有難うございます。私は２月

生まれなものですから、１年早

い同級生との喜寿祝いを昨年や

りました。その様なことで、賀

寿毎に２度の祝いを頂いており

感謝申し上げます。と言いながら、ひな壇に

座らせて頂いていますが、杯のやりとりを致

しませんのでお許しのほどお願い申し上げま

す。この事は私のＲＣの会長当時、自分の好

きな酒を好きな量だけ飲んで楽しく過ごしま

しょうと訴えました。当時の市長でした福永

浩介さんが「泰ちゃん、良い運動をしてもら

いました」と喜んでもらいました。しかし、

市長ともなればそれは叶わない事でしょう。

現在大病をされているようです。 

 二十歳代の頃、上場企業の取引先から大阪

道頓堀の料亭に招待されました。人吉球磨で

の慣例に習い、社長の席へコップを持って杯

に行きました。「君は誰かね！」。と大声で

言われ座は白けます。みんなの前で大恥をか

いて以来、杯のやり取りがトラウマになり今

に至っています。そして、皆さんに胃癌をう

つさぬ様、杯をカチンと合わすだけにさせて

下さいませ。身勝手で申し訳ありません。本

日は有難うございます。 
 
喜寿  鳥越博治会員 

 このように盛大に私の喜寿を

祝ってくださって有難うござい

ます。心からお礼を申し上げま

す。何時どうかあってもおかし

くない歳になったようです。昨

 
        司会進行：戸高委員長･岩本泰典委員 
 
◇お祝いの言葉       宮原和広会長 

 本日は賀寿のお祝いです。 

 本日、朝10時に国宝青井阿蘇神

社において、傘寿の伊久美会員・

釜田会員、喜寿の岩本泰典会員・

鳥越会員・牛島会員、還暦の安達

会員・岩本光義会員、厄入りの漆

野会員の８名の方々と一緒に、古稀の愛甲会員

も入れ９名の無病息災を祈念してお祓いをして

まいりました。傘寿80歳、喜寿77歳、古稀70

歳、還暦60歳、厄入り41歳と年齢を言わないと

分からないくらい皆さんお若く見えます。さす

が世界長寿国日本です。節目を迎えられた方々

に心よりお祝い申し上げます。そして今晩は会

員皆様と一緒に楽しい宴の一夜にしたいと思い

ます。本日は誠におめでとうございます。 

 

◇賀寿祝い会員挨拶  

傘寿  伊久美寛志会員 

 本日は御多忙の中、朝10時か

ら宮原会長、馴田幹事、事務局

の緒方さんが出席していただ

き、欠席した愛甲康会員以外の

８名が青井阿蘇神社の拝殿で、

これまでの安寧に感謝をし、こ

れから生業の平安と健康でありますようにと、

祝詞を奉げ祓い清めてまいりました。 

 八十歳の傘寿を迎えていささか手前勝手です

が、これからの短い将来のことを考えました。

それは一番恐ろしいことは妻を亡くすことで

す。家内のことはすべて任しぱなしで、季節の

衣類の場所、日用品の有無から洗濯、食事と考

えはじめると呆然自失の状態になります。斯く

なる上は考えられることは只ひとつ、妻には私

より一日も長く生きてもらうことです。したが

いましてストレスを与えないように日々の行な

いは逆らわず、神の言葉と信じることです。 

 これからの信条として行動の範囲など、いろ

いろなことを５年を単位として生きて行きま

す。それによって私の思想、生活が凝縮し、更

に５年後を迎えることが出来るならその時は森

羅万象に感謝を奉げ次なる行動に移ります。人

吉ロータリークラブに在籍していることを誇り

と思い、会員の友情に限りない感謝を申し上げ

ましてお礼といたします。 
 
傘寿  釜田元嘉会員 

 本日は青井阿蘇神社にて傘寿のお祓いを行

い、人吉ＲＣの皆様で私の傘寿を祝っていただ

き、誠にありがとうございます。私は、昭和８

年８月27日生まれにて、誕生日に満80歳となり



年１月10日午前９時半頃、気分が悪くなったの

で椅子に座っていたんですが、気を失っていた

ようです。気付いた時は床に横たわり救急車が

来ていました。病院で検査をしてもらったら水

分不足と血圧の下がりすぎでした。これからも

健康に注意し、ゴルフを出来る限り楽しみたい

と思います。岩本会員宜しくお願いいたしま

す。 
 
喜寿  牛島スミ子会員  

 皆様にこの様な盛大な喜寿の

お祝いをして頂き本当にありが

とうございます。おかげ様で元

気で七十七歳を迎えることが出

来ました。私の健康は早朝から

の弁当作りと自分のことは自分

ですること。また、私の一番の楽しみは金曜日

に皆様とお会い出来ることが長生きの秘訣だと

思います。一生懸命頑張ってついて行きますの

で、今後ともよろしくお願い致します。 
 
古稀  愛甲 康会員 

 昭和54年に入会以来、約33年。毎年多くの方

の賀寿の会に出席し、古稀の御祝を見て来まし

たが、やはり、御老体の「古来稀なり」の祝事

を、他人事の様に思っていました。ところが今

年は私がその席へ。最近入会された若い会員は

私の昔の頃と同じ目線、思いで私を見るんだろ

うなと思うと少し悲しくなります。先日残念に

もお亡くなりになった石蔵さんとは同年生で、

そう考えると少し歳は取りましたが、元気に第

一線で社会奉仕が出来ることに感謝しなければ

と思います。会員の皆様方に古稀を御祝い頂き

厚く御礼申し上げます。 
 
還暦  安達玄一会員 

 参拝中から宮原会長は、ご機

嫌でしたが、厳かな神殿の中で

私と岩本大先輩の頭を後ろから

眺め笑っている写真が私のフェ

イスブックに掲載されています

ので御覧下さい。ロータリーに

入会したのは厄晴れの頃で、合ノ原町に新居を

構え新事務所で家内と二人で意気揚々と営業を

始めた頃でした。多くの方と知り合い色んな勉

強が出来たことは、今は喜びと感じています。

７月からローターアクトの委員長を務めますの

で若者の気持ちを理解できるよう若還りを目指

していこうと心新たにしているところです。有

難うございました。 
 
還暦  岩本光義会員 

 本日は、還暦のお祝いを催していただき、誠

に有難うございます。このたび節目のお祝いを

迎えられた大先輩が沢山おられますので、私な

んぞまだまだあかちゃん、洟垂

れ小僧であります。後20年もし

たら何とか一人前になるのでは

ないかと思っております。60年

間生きてこられたのも、これま

でお付き合いくださいました

ロータリアンの皆様方を始め、多くの方々に

支え励ましていただいたお陰であり、深く感

謝申し上げます。これからは、新たな気持ち

で後半生を過ごして行きたいと思いますの

で、これまでどおり御指導、御鞭撻のほどよ

ろしくお願いします。 

 

厄入り 漆野智康会員 

 厄入りのお祝い有難うござい

ました。国宝である青井阿蘇神

社にてお祓いをしていただき、

また、大勢のロータリアンの先

輩方に見守っていただけると思

うと、大変心強く感じます。お

祝いの席でも多くのお祝いのお言葉をいただ

き、「頑張ろう」という気持ちが一段と大き

くなりました。40歳といいましても、皆様方

からするとひよっこであります。今後もいろ

いろな勉強をさせていただきながら、球磨川

の尺鮎のように大きく成長していきたいと

思っております。今後もご指導をよろしくお

願い申し上げます。有難うございました。 

◇記念品贈呈  

◇乾杯 赤池利光パスト会長 
 
～祝宴～ 

◇賀寿会記念天狗俳諧 

上下ありき 楽しき集い おめでたい 

風吹けば 歳を重ねて ありがとう 

ハゲてきた 頭も光り まだできる 

人生は 酒を飲み過ぎ 善き日かな 

めでたけり 何が何でも 我れ行かん 

新たなる もう沢山だ 賀寿の会 

できるかな ナムアミダブツ 長生きだ 

賀寿祝い あっちもいける お前だけ 

思い出も 長生きしたや ロータリー 

尺鮎の 明日は我が身か ノータリン（賞） 
 
◇手に手つないで 
 
◇閉会 

 山賀勝彦会長エレクト  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月ロータリー親睦活動月間 
 
点 鐘          宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山SAA委員 

           国 歌  「君が代」 

            Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

    宮原和広会長 
 

 ６月１日、早いもので本年度残すところ後

１ヶ月となりました。本日は、親睦委員会によ

る５大親睦活動の最後の行事であります賀寿祝

賀会が例会後開催されます。この度歳祝いを迎

えられました９名の会員の皆様に心よりお祝い

を申し上げます。 

 私も１年前、今日と同じように皆さんに還暦

祝いをして戴き、お礼の言葉に「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』して頑張りますので、皆さんのご協力

ご指導宜しくお願いします。」と言ったのを思

い出しました。おかげ様で皆さんのご協力ご指

導を受け１１ヵ月無事に終わりました。気を引

き締めて悔いのない１ヶ月にしたいと思います

通 算  2 7 0 6 回 

2 0 1 2 年 6 月 1 日 

第 43 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本委員長 

ので宜しくお願い致します。 

 今日は、太公望らが心待ちにしていたアユ漁

解禁日です。この日を待っておられたのが山賀

会長エレクトではないでしょうか？若アユで商

売繁盛、その勢いで新年度に邁進されることを

祈念致します。 

 ６月１日に千葉県佐倉市で開催される国際ヘ

リテージローズ会議に参加される外国人研究家

の方々が錦町の球磨川河川敷に自生するツクシ

イバラを視察されました。これに合わせて５月

28日、清流山水花あゆの里で視察団歓迎セレモ

ニー・パーティーが開催されました。この事は

当クラブでも理事会に於いて後援・協賛の承認

を戴いており、当クラブからも数名の参加を戴

きました。また、馬場会員もゲスト出演者とし

て参加されました。圧倒的に女性客が多く、私

の隣はニュージーランドのダフィネさんという

年配の女性の方が座られ、お互い自己紹介をし

て名刺交換すると、｢オウ！ロータリアン」と

一言、その後通訳の方を交えて会話をしまし

た。ボランティア団体で、学校に行けない子供

たちに語学を教えておられるそうで、ロータ

リーでいう奉仕の精神そのものだと確信致しま

した。開演間近、他の会合を中座して来られた

少し赤ら顔の伊久美パスト会長も席に着かれま

した。全体的に女性主体の和やかなパーティー

でした。 

 ６月はロータリー親睦月間となっています。

ロータリー綱領の第４項に「奉仕の理想に結ば

れた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交

によって、国際間の理解と親善と平和を推進す

ること」となっています。国際親睦グループや

職業グループ等を通じて世界中のロータリアン

で実践しようという月間です。先程お話しまし

                賀 寿 会 
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