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点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  石蔵尚之委員 

          国 歌     「君が代」 

           Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 
 
司会・進行   平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 

 

    山賀勝彦会長 

 

 皆さんこんにちは。 

 梅雨前線も既に関東地方ま

で北上し、この人吉・球磨地

方ではあちこちで田植えが始

まっています。今年の梅雨は

時折、晴れ間が広まる中休みもあるという予

報が出ているので助かります。 

 先日、人吉新聞の『瀬音』を何気なく読み

だしたら、ボランティアとは自発的な奉仕で

ある。と云う字が飛び込んできました。 

あれー！これは、と思い、読み進んでいく

と、先日の『地域発展功労者表彰』が、掲載

されていました。ありがたい事です。 

 これも、人吉ロータリークラブの広報活動

にとって大きなＰＲとなります。石蔵社長あ

りがとうございました。 

 一昨日と昨日は次年度の委員会が開催さ

れ、『計画方針・年間プログラム』の発表・

確認などが行われました。 

 本日は、親睦委員会最後の行事であります

賀寿会です。本年、賀寿を迎えられましたま

した８名の方々には心よりお祝いを申し上げ

ます。本来ならば６月の第1例会に『賀寿会』

を開催すべき事になっていますが、今年はベ

トナム支援事業出発の為に、賀寿会を本日５

月の最終例会日に変更させて頂きました。 

明日から６月です。例会も後４回を残すのみ

となりました。４日よりベトナム支援事業で

現地の小学校にパソコンを贈呈して来ます。 

この事業を通じてベトナムと日本との友好と

親善の一助になる事を願っています。渡辺副

会長ほか会員の皆さんには迷惑をお掛けしま

すが、１週間宜しくお願いします。 

 最後に、人吉ロータリークラブ夫人の集い

を25日（土）に“KURA倉カフェ”で、『音楽

を聴きながら食事を楽しむ夕べ』と題し、30 

名のご夫人方のご参加を得て開催されました

事を、ご報告させて頂きます。また、ピアノ

演奏の馬場会員の奥様やサキソフォンの荒毛 

さんには大変お世話になりました。 

 今日は『賀寿会』があるために、挨拶の時

間を短くとりましたが、プログラムの平田委

員長より、少し延ばしてほしいとの事なの

で、今年の球磨川の鮎の放流状況について、

少しだけ話したいと思います。 

 先日、球磨川漁協より、25年度の稚鮎の放

流場所と放流数を示した表を貰いました。今

年は、球磨川流域では、下流の八代・坂本村

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



周辺から、上流域は、水上村、湯前方面、川辺

川流域では柳瀬橋から四浦、五木までの24ヶ所

の放流地点で、合計3,330,177尾を放流していま

す。 

これは、昨年より６万尾多いようです。 

 鮎の解禁日は６月１日ですが、この日は太公

望が友釣りで許可される日で、漁師が差し網で

漁が出来るのは６月１日の日没後なので、私ど

もに入荷するのは６月２日の朝になります。 

 15年前を境に毎年入荷量が少なくなっていま

す。原因は色々あると思いますが、球磨川流域

の山が荒れているからです。チョットした雨が

降るたびに川が濁り、なかなか綺麗な流れに戻

りません。当初はダム工事や林道工事で山を切

り崩すので濁ると言われましたが、それだけで

はなく、鹿やイノシシなどの食害被害で山肌が

崩れる事の影響が大きいようです。 

 そう云う意味で、九電さん等の植林事業は、

川を再生させて、清流を取り戻し、海を豊かに

する事で、大いに有意義な事業であると思って

います。 

 今年こそは、球磨川の大鮎が豊漁である事を

願って１分間余分にしゃべってしまいました。 

これで会長の挨拶を終わります。 

 

     浅野 強幹事 
 

【連絡事項】 

１．平成25年度人吉市青少年育成市民会議総 

  会・研修会開催案内[戸髙新世代委員長へ] 

２．平成25年度人吉市みどり推進協議会通常総 

  会開催案内[山賀会長へ]   

３．第40回人吉球磨中学校柔道大会共催のお願 

  い[戸髙新世代委員長へ]   

４．人吉中央ＲＣより例会卓話の依頼 

  [伊久美パスト会長へ ｣  

５．ロータリーレートの変更連絡 

  ６月のレート １ドル＝１００円 

【回覧物】なし  

【例会変更、取止め】        

芦北ＲＣ 6月10日還暦祝いの為１８時半に変更 

 

    馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 
 
    人吉ＲＡＣ６月第１例会案内 

 日 時；６月５日（水）午後７時３０分～ 

  場 所；立山商店 

 内 容；６月の地区研修会に向けた勉強会 

 

【米山記念奨学委員会】  片岡啓一委員長 

 久しぶりにチェン君からメールが届きまし

たので、ご報告いたします。 

 『こんにちは、片岡さん。お元気でしょう  

か？私は広島県福山市にいます。 仕事が決ま

りまして、備後経済振興共同組合で働くこと

になりました。仕事の内容は「共同購買事

業・外国人研修生共同受入事業」などです。

これからも頑張りたいと思います。一緒にベ

トナムへ行けなくて、本当に残念です。今ベ

トナムは夏で蒸し暑いです。初めて皆さんが

私の国へ行くのに、私が直接案内することが

出来なくて、申し訳ございません。よかった

ら、ハノイで私の実家へ遊びに行っていただ

ければ、すごくうれしく思います。ハノイの

湖、ホーチミン廟、ハノイ街など、そして

フォー、ブンチャー、バインミーなどを楽し

めるといいなと思います。」 

  チェン君に仕事が見つかってほっとしてい

ます。これからも連絡を取っていきたいと思

います。 

 
     点 鐘  山賀勝彦会長 
 
 

          司会進行：漆野智康委員長 
 
 
 
 
 
 
 

本日の出席率 

会   員   数   66名   77.78% 

出 席 免 除 4名 5/17例会出席率 79.03％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 100％ 

＊メークアップ  

ＩＭ（多良木）；安達・本田・赤池・伊久美・有馬・浅野・葉山 

  傘寿 昭和９年生まれ  

   浦田繁喜 会員      

  喜寿 昭和１２年生まれ  

    山口令二会員  中島博之会員 

  大久保勝人会員 板井英朗会員  

  古稀 昭和１９年生まれ  

  大賀睦朗会員 高山征治会員 

  還暦 昭和２８年生まれ  

  友永和宏会員 

＊届け出欠席  

  有村・渕田・葉山・岩本・本田・木村・北・中川 

  延岡・尾方・尾上・立山・外山・上田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲(出席），山本，釜田 

＊メークアップ  

クリーン人吉運動；堤脩・上田・浦田・山賀・山田・山口 

  賀 寿 会賀 寿 会 



◇お祝いの言葉       山賀勝彦会長 

 本日は賀寿のお祝い、誠におめでとうござい

ます。 本日、朝10時に青井阿蘇神社神殿に於

いて、傘寿の浦田会員・喜寿の山口会員・板井

会員、中島会員、大久保会員、古稀の高山会

員、大賀会員・還暦の友永会員・の8名の方々

の無病息災を祈念し、また、親睦委員長の漆野

会員が厄晴れを、皆さんと共にお祓いをして頂

きました。何と言っても皆さん、とても若くて

夫々に年齢を云わないと分からないくらいで

す。 

 今年は特にシルバーパワーの年と云えるよう

で、プロゴルフ界では尾崎将司がエイジシュー

トをされ、人吉のアマチュアでも有名な植杉さ

んが89歳で1000回目を達成されたようなツワモ

ノがいらっしゃいます。また、新しいところで

は、プロスキーヤーの三浦雄一郎さんが80歳で

エベレスト登頂されて話題になったばかりで

す。 

 このように現在の賀寿のお祝いは、人生の節

目を祝う会で、単なる長寿を祝う会ではなく

なっています。本日賀寿をお受けになりました

皆さん方におかれましては、健康に留意され

益々ロータリークラブ活動にご尽力戴き、地域

社会に奉仕して戴く事を祈念申しあげます。 

 今夜は会員一同で賀寿をお迎えになられた

方々をお祝いし、皆様方と楽しいひと時を過ご

したいと思います。本日は誠におめでとうござ

います。 

 

◇記念品贈呈 

 

 

 

◇賀寿会員挨拶  

傘寿 浦田繁喜会員 

 本日は傘寿のお祝いをして頂

き誠にありがとうございます。

ロータリーに入会してから四回

目の祝いとなります。還暦、古

稀、喜寿、そして今回の傘寿の

祝いです。改めまして心から感

謝申し上げます。 

 人吉ＲＣに入会させていただいてから３４年

と７カ月となります。幸い今までのところ躰も

元気でしたので、ロータリー例会への出席も、

入会以来100％を続けることが出来ました。今

後も出来る限り続けたいと思っていますが、歳

だけ重ねて中身の進歩がありません。いやむし

ろ後退していまして、変化・進歩しているロー

タリーについて行くことが難しくなりました。 

 しかし、今しばらくは在籍したいと思ってい

ますので、会員皆様からのご支援を頂いて手足

纏いにならないように、ロータリーを楽しみた

いと思っております。今後とも宜しくお願い致

します。今夜の傘寿のお祝い誠にありがとうご

ざいました。 

 

喜寿 山口令二会員 

 今朝、青井阿蘇神社にて山賀

会長のお世話で賀寿のお祓いを

受けて参りました。 

 今夜は多くの会員の方から喜

寿を祝っていただき有難うござ

います。平成３年１２月６日に

入会し21年になりますが、その間、多くの人と

出会いがあり、いろんな面で助けていただき勉

強もさせていただきました。特にゴルフは体調

崩す３～４年前まではしっかり楽しませてもら

いましたし、また例会会食時では女性会員のそ

ばに置かせてもらいやさしく面倒を見ていただ

き、この上ない有難いことでございました。 

 これからもご迷惑かけるかと思いますが、も

う暫く楽しませていただいて、その後は息子と

交代しようと思っているところでございます。

その時は皆様宜しくお願いいたします。 

 今日は誠に有難うございました。 

 

喜寿 中島博之会員 

 本日10時より会長、幹事も同

席していただき、国宝青井阿蘇

神社において、当クラブ賀寿の

該当者８名で有り難くお祓いを

受けてきました。皆さん本当に

有難うございました。 

 この金屏風の前には古稀の祝から７年ぶりに

座ることが出来ました。本当に有り難く感謝い

たします。今後目指すは浦田会員の傘寿の祝の

席です。予定では３年後です。只今こんな体格

で皆さん心配してくれますが自分では絶好調と

感じています。私はこの賀寿の祝を勘違いをし

て１週間も早く青井神社に行く事もなく…。 

 精進して山口君、大久保君、板井君と４人一

緒に傘寿のお祝いを受けれるように頑張りたい

と思っています。本日は有難うございました。 

 

 



 でもロータリーには元気な先輩がたくさん

居られますので、私も元気を出して頑張って

行きたいとおもいます。 

 今年は社長を引きたいと思っていますが、

ロータリーには育てて頂きましたし、大好き

な仲間がたくさん居られますので仲間入りを 

続けさせて頂きたいと思います。本日は有難

うございました。 

 

還暦 友永和宏会員 

 この度は、還暦のお祝いあ

りがとうございました。 

 本日、諸先輩方と青井神社

でお払いを受けましたが、皆

さん大変お元気で私もまだま

だこれからと勇気づけられ自信が湧いてきま

した。また、先日、私の母校であります大分

大学から、医学部の臨床教授、学外教授に任

命されましたので、これからも一生懸命頑張

ります。本日はありがとうございました。 

 

◇乾杯 伊久美寛志パスト会長 

 
 

～祝宴～ 

◇手に手つないで       
◇閉会 渡辺洋文会長エレクト 

喜寿 大久保勝人会員 

 人吉ロータリーの皆様、本日

は賀寿会を盛大に開催していた

だき、誠にありがとうございま

す。普段はあまり年令のことは

気にかけないつもりですがこの

ようにお祝いをしていただきますと、確かに自

分の年令が喜寿であることを新たに感じており

ますと共に、現在どうにか健康であることを喜

びたいと思います。しかしながら、以前よりは

食糧米３０ｋｇの重さを感じます。健康寿命と

いう言葉があるとおり、この言葉を長く保持で

きる生活を送りたいと思います。 

 

喜寿 板井英朗会員 

 皆さん今晩は。本日は朝10時

より山賀会長、浅野幹事のお世

話に依り、国宝青井阿蘇神社の

神前にて賀寿の皆様とお祓いを

受けて参りました。御両人様ど

うも有難うございました。 

 また、本日はロータリー会員皆様よりお祝い

をしていただき本当にありがとうございます。  

 今後は一段と精進し、ロータリーを愛し、

又、会員皆様の足手まといにならない様頑張っ

て参りたいと思いますので、今後共、お付き合

いの程、宜しくお願い申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

古稀 大賀睦朗会員 

 皆様今晩は。古稀の祝いはま

だ一年先と思っておりましたの

で戸惑っております。 

 ここ２.３年心臓の調子がよ

ろしくなくて手術をいたしまし

た。この頃に手術をすると長生きができるそう

ですので自信も持って生きて行こうと思いま

す。子育ての方も、まだ大学に行っている子供

のために、あと６年ほど頑張らないといけない

かなと思います。ロータリーでは、他のボラン

ティアの役職が重なり、行事等に参加できてい

ない大変申し訳ない状態なのですが、一段落し

ましたら頑張って参加しようと思っています。

本日は誠にありがとうございました。 

 

古稀 高山征治会員 

 皆さん今晩は。今日は有難う

ございます。古希の祝いと言わ

れても未だ満の68歳ですので実

感がないと言うのが正直なとこ

ろです。しかし体はどこそこ 

故障が出てきて、ふせをしながら健康を保つて

いるのが現状です。 


