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     山賀勝彦会長 
 

 雨も終盤に入ったのでしょうか、先週の台

風４号が九州上陸直前消滅し安心していた

ら、梅雨前線の影響で激しい雨が降り続きま

した。 

 さて、本日は泣いても笑っても最後の例会挨

拶となりました。この一年間は、毎週の例会

の挨拶を考えるのに、一週間があっという間

に過ぎ去ったように思えます。例会を終える

と、また次週の挨拶文作りの繰り返しであっ

たように思えます。毎週毎週、中味の無い挨

拶を聞かされている皆さんは、多分辟易され

ていた事でしょう。 

  先週はローターアクトの最終例会が開催さ

れました。私は残念ながら出席できませんで

したが、多くのロータリアンが出席されたそ

うで、ありがとうございました。後ほど安達

委員長の方から報告があると思います。 

 本日は最後の例会と云う事で、何か特別な

話をすべきなのでしょうが、なにも出てこな

いので、６月『ロータリー親睦活動月間』に

因んだお話して終わりたいと思います。 

 今月号の『ロータリーの友』特集に、世界

のロータリアンを結ぶロータリー親睦活動が

あり、『親睦』について掲載されています。

一般にはロータリーの原点は『親睦と奉仕』

だと云われ、『親睦なくして奉仕なし』とか

『全ての基礎は奉仕にあり』と云われていま

す。親睦と云うとゴルフ・旅行・宴会など、

クラブの同好会的な活動を意味するように、

仲間同士の連帯感を図るものである。と解釈

されています。しかし、これとは別に国際

ロータリー（RI）には、ＲＩ理事会によって

承認されたロータリー親睦活動グループがあ

り、多くの親睦活動グループが承認されてい

ます。現在64の親睦活動グループがあり、共

通の趣味、関心を持つロータリーの会員・家

族がクラブを超え、地区を超えて世界中から

集まり、活動を共にすることで知識を深め、

技術を深め合いながら友情を深めています。   

 しかし、このような活動グループは『親

睦・友情』だけにとどまらないで、東日本大

震災の時や、ポリオ撲滅など世界の恵まれな

い人々ために募金活動をしたり、色々な奉仕

活動に参加しています。日本では、クラシッ

クカーレースが有名です。大会名誉会長は、

タレントで東京城南ＲＣ名誉会員の堺正章氏

で、東京から山梨県までを、約400キロのコー

スをメンバー自慢のクラシックカーで走り、

この大会を通じて益金2000万円をアメリカの
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ハリケーン被災地の復興支援として被災地の小

学校に送ったそうです。その他、ヨット・自家

用飛行機・アマチュア無線・スキー・切手・等

のクラブがあるようです。“このような活動を

通じ、世界とのネットワークができ、『世界平

和への礎』につながる。あなたも親睦活動に参

加しロータリーライフを楽しんで下さい”とあ

りました。 

 親睦の最終目的は世界平和を謳っており、単

に同じクラブの中で飲んだり食ったりして仲良

くするだけではなく、他国を含め交流を進めて

いくことこそ親睦の目的である。と書いてあり

ました。 

 最後に残念な話ですが、かねてより鳥越博治

会員さんから体調に不安があるとの理由で退会

届が提出されていました。理事会では出来るだ

け慰留するようにと云う事で、これまで否決さ

れていました。ぎりぎりまでお願いし慰留に努

めましたが、ご本人の意思が固く、昨日の持ち

回り理事会に於いて退会が承認されましたの

で、残念ではありますが今月末付で退会されま

す。鳥越会員は1981年１月の入会で、ロータ

リー歴は32年の大ベテランであります。息子さ

んの入会を勧めましたが、現在多忙な身である

ので、しばらくして落ち着いたら入会させます

との事でした。鳥越会員の体調が一日も早く回

復される事を祈念いたします。 

 これで、本年度最終例会の会長挨拶を終わり

ます。一年間お付き合い戴きまして誠にありが

とうございました。 

 

 

    浅野 強幹事 
 

【第１９回臨時持ち回り理事会の承認事項】 

１号議案 鳥越博治会員退会の件 

   （平成25年6月30日付け）承認 

【連絡事項】 

１. 地区大会参加者（登録者）の方へ地区大会 

  の記録誌が届いています。   

２. 例会時協力いただきました、ポリオワクチ 

  ンの募金を先週で締め切りましたので報告 

  します。募金額、前期・後期合計8583円を 

  Ｒ財団へ送金させていただきました。ワク 

  チン本数で4,291本分となります。  

 以上で幹事報告を終わります。   

 

  最後に少々時間をいただい

て、１年間の総括、反省を述べ

させていただきます。 

 永かった１年が終わり、正直

な気持ち大きな失敗もなくホッ

トした気分です。皆さんから見

られたらご不満な点が多々あったかと思います

が許容していただき有難うございました。山

賀会長には、出過ぎたり、肝心な時出なかっ

たりでストレスを与えて申し訳ありませんで

した。 

 各委員会の委員長さんには１年間協力いた

だき有難うございました。特に事務局の緒方

さんには随分とフォローしていただき助かり

ました。感謝しております。    

 就任当時は、あれもしたい、これもしたい

と思い描きましたが、会社の環境が厳しくな

りその時その時の事案を消化するだけになっ

てしまい反省しています。成果と言えるもの

は特にありません。強いて挙げれば事務所の

２Ｓ（整理・整頓）ぐらいでしょう。プログ

ラム作成で毎週利用する訳ですが座るのに苦

労するぐらい物が溢れていましたので古い雑

誌や古いロッカー等々を社員を３名連れて来

て軽トラ２台分を処分しました。頂戴した品

や記録等は当社倉庫に保管してあります。い

ただいた物の処分も必要ではと思いました。

渡辺年度で、伝票や資料等の保存期間を決め

て貰えば、迷わず定期的に処分出来ると思い

ます。  

 次週から渡辺年度がスタートします。変化

を打ち出されておられます、今までと違う面

が出て戸惑いもあろうかと思いますが、協力

して行きたいと思います。井手幹事、渡辺会

長を助けて頑張って下さい。１年間大変お世

話になりました。有難う御座いました。 

   
    
    馬場貞至委員長 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクトクラブ】  安達玄一委員長 

 先週６月21日(金)、午後７時30分より立山

商店茶の蔵にてアクト最終例会が行われまし

た。８名のロータリアンの参加があり懇親会

までお付き合い戴き有り難うございました。

最終例会は中川Ｐ会長の職場で働いている鳥

本日の出席率 

会   員   数   66名    81.97% 

出 席 免 除   5名 6 / 1 4 出席率 75.80％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 15名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  石蔵・岩本・宮山・小林祐・有村・片岡啓・木村・片岡忠 

  小林清・大賀・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田，鳥越 

＊メークアップ  

人吉RAC最終例会；安達･武末･立山･中島･水野･渕田･馬場･板井 

次年度委員会合；渡辺･井手･山賀･安達･立山･中島･中川 



越君が卒業し、新たに山口君(女性)が入会し

ました。 

 新年度は12名でのスタートとなります。７

月５日に行われる新旧役員歓送迎会には新役

員他集合しますので、皆さんからのアドバイ

スを戴ければ有り難いです。そして新年度も

引き続きアクト活動にご協力戴きますようお

願い申し上げます。 

 

【次年度より】    次年度井手富浩幹事 

  いよいよ新年度が始まります。 

 来週、第一例会新旧理事役員歓送迎会の服

装についてお知らせします。今年はクールビ

ズということで皆様に了解を頂きたいと思い

ます。そしてバッヂの着用をお願いします。

以上です。 

  

        次年度村山能史親睦委員長 

 次年度親睦委員会からご案内します。 

 来週の例会は午後６時30分より例会・新旧

理事役員歓送迎会を執り行います。すでにＦ

ＡＸでご案内しておりますが準備がございま

すので早目の返信をお願いします。 

 また、次年度５大親睦事業では参加会費を

頂くことになりますので宜しくお願いいたし

ます。        

 それからこちらもＦＡＸにてご案内のとお

り、７月のゴルフを７月14日(日)クラウンゴ

ルフにおいて10時13分スタートで行います。

当日は18時30分より二代目において総会も開

催されます。皆様の参加を宜しくお願い致し

ます。 

 

【親睦委員会】      漆野智康委員長 
    
６月ゴルフ成績 ６６月ゴルフ成績 ６月月22日球磨ＣＣ日球磨ＣＣ  

 ≪ 寄付の申し出 ≫  
 
 山賀勝彦会長より会

長終了記念として、浅

野強幹事より幹事終了

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。 

   
 大久保勝人会員より
初孫誕生を記念して、
Ｒ財団、米山記念奨学
会へご寄付がありまし
た。 
 

 
【会長】 
      一年を振り返って 
               山賀勝彦会長 
 

 いよいよ本日が最終例会
となりました。本来、最終
例会と云いますと、先週頃
よりウキウキしているのが
普通ですが、この最終例会

を迎えるのが非常に苦痛で、一週間が何だか重
苦しい気持ちで今日を迎えました。 
 一昨日、「一年間お疲れさーん。いよいよ終
わりだね。ホッとしているだろう。」と、福岡
在住の高校時代の同級生より電話がありまし
た。彼も本年度、『福岡平成ロータリークラ
ブ』の会長で、高校時代の同級生が同時期に、
福岡と人吉のＲＣの会長に就任した事で、時々
電話で近況を語り合っていました。彼の電話の
向こうからは、最終例会も終わり晴れ晴れとし
た声が聞こえていました。 
 私の場合は、最終例会で『一年間を振り返っ
て』と云う長―い総括の挨拶をしなければいけ
ないからです。昨日食べた物も思い出せないと
云う近頃の私にとって、一年間を振り返れと云
われても、それは大変な事です。まさに、忘却
とは忘れ去るものなりです。 
 一年間の会報などを読み返し、思い出しなが
らお話ししようと思います。 
 まずは、幹事の浅野さんを始め、理事・役
員・それに各委員長や会員の皆さまに対し一年
間、不肖な会長を支えて頂きまして誠にありが
とうございました。会員皆様の温かい友情と思
いやりに対し、心より感謝申し上げます。 
 私のスタートは、まず、一年半前の中川会長
年度の11月30日に開催された指名委員会から始
まりました。2012～2013年度の会長候補に指名
され、ノミニーが決定しました。ボートレース
のスタートではないですが、いよいよ助走から
のスタートが始まりました。 
 翌年、宮原年度の３月、別府大学大分キャン

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優勝 小林祐介 91 16 75 

準優勝 鳥越博治 112 35 77 

３位 青木一幸 96 18 78 

４位 高山征治 104 25 79 

５位 丸尾 孜 110 28 82 

ＢＢ 岩本泰典 敢闘 板井英朗  

ﾄﾞﾗｺﾝ 

   ７０歳以上 

 

  ６９歳以下 

 日向⑤  丸尾  孜 

 薩摩⑦  板井英朗 

 日向⑤  岩井和彦 

 薩摩⑦  漆野智康   

ﾆｱﾋﾟﾝ  
 薩摩② 板井英朗  薩摩⑤ 丸尾 孜 

 日向③ 青木一幸  日向⑦ 漆野智康  

ﾍﾞｽｸﾞﾛ    
70歳以上 岩本泰典 47・54・101 

６9歳以下 漆野智康  43・46・89 



くのご家族やローターアクトの皆さんにご参
加いただきました。 
 ９月14日には、待望の入会式を行いまし
た。岩本泰典会員の推薦で、石蔵尚之を新し
い仲間に迎えました。 
 また、伊久美寛志会員が米山記念奨学会の
理事長に就任されました。  
 ベトナムの支援事業で、パソコン贈呈式の
出発日が米山理事会の会議と重なり、会議の
後、成田よりベトナムへ夜行便で飛ぶ事とな
り、フエの小学校にぎりぎりの到着となり、
大変なご苦労をされました。 
 ９月17日に第2720地区の米山奨学委員会セ
ミナーが熊本県民交流館パレアで開催され、
中島地区副委員長と出席しました。 
 10月30日には米山記念奨学委員会の家庭集
会があり、片岡委員長よりチェン君の経過報
告があり、西村教授の卓話招聘計画が話さ
れ、その後は伊久美米山記念奨学会本部理事
就任祝いと片岡カウンセラーの慰労を兼ねた 
懇親会が行われました。本年度のクラブ活動
目標の一つに、奨学生の世話クラブとしての
活動を会員全員でサポートしようと掲げ、人
吉ＲＣとしては初めての米山奨学生を世話ク
ラブとして受け入れる事で、片岡委員長には
一年間大変お疲れ様でした。 
 10月には、荒尾ロータリークラブとの親睦
ゴルフ大会が阿蘇で開催され大盛況で、荒尾
ＲＣとの友情の強さを感じました。 
 11月13日に指名委員会の報告があり、指名
委員会伊久美委員長より、2014～2015年度会
長候補に鳥井正徳会員が指名されました。 
 11月27日はロータリー情報委員会による
『新会員の為の情報委員会』が開催され、５
年未満の会員の６名が出席され、勉強会が２
時間30分に及ぶほどで、片岡情報委員長より
事前集計したアンケートの読み合わせがあ
り、意見を求め検討がなされました。 
 12月１日には熊本市で地区会員増強拡大委
員会・中川委員長主催で開催され人吉から総
勢７名が参加しました。 
 ７日には、年次総会が開催され、伊久美委
員長より鳥井会員が次々年度会長に決定され
た事を報告されました。 
 12月14日に忘年会を親睦委員会で開催さ
れ、カラオケオークションで盛り上がり、
オークション売り上げも14万６千円でした。 
 21日には、二人目の新入会員として、肥後
銀行人吉支店長上田一精会員の入会式があり
ました。クラブの重要な委員会である会計を
お願いし、クラブへの適切なサジェスチョン
を戴ければと思います。 
 さて、年を越えて2013年１月は、本年度の
大きな事業であります韓国慶山ロータリーク
ラブとの『第１３次姉妹締結調印式』があり
ました。訪人に当たっては、スケジュールが

パスで開催された会長エレクト研修セミナー
に、中川次年度地区研修委員長と出席し、エレ
クト研修を受けて来ました。また、４月には同
じく別府大学大分キャンパスで、地区協議会が
中川・中島・和田地区委員長を含む総勢１５名
で研修を受けました。この地区協議会の目的
は、次年度のクラブ役員のための研修会であ
り、次期ガバナーが、ＲＩ新会長の一年間の方
針と運営方針を、2720地区の全会員に指示され
るものです。また、一年間不慣れな会長の私を
サポートするために出席していただきました。 
 2012年７月、いよいよ、ドキドキの第56期目
の人吉ロータリークラブがスタートしました。 
 諸先輩方が脈々と受け継いでこられた伝統あ
る人吉ＲＣを、この未熟な船長に舵取りを任さ
れました。第１例会の朝、９時より青井阿蘇神
社にて、浅野幹事、渡辺エレクト・宮原直前会
長・尾方組織増強委員長と葉山広報委員長のお
世話で、一年間のクラブ発展と安寧を祈願して
いただきました。小雨模様だった天候が、祭殿
に陽の光が差し込み、前馴田幹事が詠まれた    
 『浅野（朝の）光で、山賀（山が）輝く』 
、と云う名句の通りとなり、これからの前途に
力を投げかけてくれたように勝手に感じまし
た。その後の表敬訪問も無事に済まし、夜の新
旧役員歓送迎会例会で、2012～2013年度の人吉
ロータリークラブがスタートしました。 
 本年度の我がクラブのスローガンとして『奉
仕の灯(ともしび)は一人ひとりの灯(ひかり)か
ら』としました。これは、我々一人ひとりがす
る奉仕は小さいかも知れませんが、その活動が
クラブ全体に広がっていけばきっと大きな力と
なる。これは、岡村ガバナーの地区スローガン
である『心を一つに（one heart）に通じるも
のです。 
 本年度の人吉ＲＣの活動目標の第一に、会員
増強にチャレンジしよう。純増10人を目標の数
字としました。これは、岡村ガバナーが、第
2720地区に因み同じ2720人を掲げられました。 
 特に、我がクラブより、中川会員が会員増
強・拡大部門長として出向されましたので、こ
れは絶対中川増強委員長に恥をかかすことが出
来ないと、大きな数字を打ち出したために、こ
れが逆に中川会員に大変なご迷惑をお掛けする
結果となりました。中川会員には申し訳ござい
ませんでした。 
 ８月17日は、第６グループ那須ガバナー補佐
の元で、人吉ＲＣ・人吉中央ＲＣ・多良木ＲＣ
の３クラブ合同の岡村ガバナー公式訪問が、あ
ゆの里ホテルで開催されました。 
 その時のガバナーアドレスは、2013年の規定
審議会立法案の件で、例会出席やメーキャップ
などの改革について語られました。 
又、当日は米山奨学生のチェン君も出席し、片
岡カウンセラーより紹介されました。 
 ８月24日は、恒例の納涼家族会が開催され多



業奉仕委員会には、職場訪問や優良職員表彰
式と続けての事業ご苦労様でした。 
 ５月31日には、５月では異例の賀寿会が開
催されました。本年は、ベトナム支援事業で
10名の会員がベトナムを訪問するために、本
年は５月中の開催となりました。 
 本年賀寿をお受けになられた方々は、傘寿
の浦田会員・喜寿の山口会員・中島会員・板
井会員・大久保会員、古稀の大賀会員・高山
会員、還暦の友永会員の８名の方々でした。
皆様はとても若くて、夫々に年齢を云わない
と分からないくらいです。今後とも健康に留
意されて、ロータリーライフをお楽しみ下さ
い。 
 ６月４日から８日は、2012～2013年度の人
吉ＲＣの最大事業となりましたベトナム情報
機器支援事業として、パソコン10台・プロ
ジェクターとスクリーン各１台の贈呈式に
行ってまいりました。人吉ＲＣの会員10名
と、15名以上だと団体割引を受ける事が出来
ると云う事で、多良木ＲＣから次年度の小林
会長と秋山幹事の二人と、和田パスト会長の
友人の方３名にも特別に参加していただきま
した。 
 この事業は、元々チェン君の指導教授の要
望で、ベトナムのフエ市の小学校にパソコン
を支援してほしいとの依頼から始まりまし
た。これからも人吉RCに米山記念奨学会の事
業が存続すればよいと思います。 
 一年間を締めくくるにふさわしい事業とな
りました。会員皆様のご協力の賜物だと感謝
申し上げます。 
 この１年間を単なる時系列に並べただけの
報告となりましたが、まだまだ報告漏れの有
意義な事業があったと思います。達成できた
ことも有りましたが、今の私には反省する事
ばかりです。 
 会員増強の点では、中川増強・拡大委員長
を始め、尾方会員組織増強委員長はじめ、会
員の皆さんに心よりお詫び申し上げます。 
 次年度は必ずや多くの新入会員が加わりま
す事を祈念いたします。 
 本田パストガバナーの『月信の言霊』に、
『蝉脱（せんだつ）』という言葉がありまし
た。蝉の抜け殻という意味ですが、セミは幼
虫より蝉となると新しい生き物となる。その
事から古人はセミの抜け殻を見て、自分も殻
を脱いで人間的に一回り大きく変化しなけれ
ばいけないと思ったと云う事です。 
 今、人吉ＲＣの会長職を終えようとする我
が身を見て、果たして『蝉脱』の境地になり
えたのか非常に疑問です。一年間至らぬ私を
支えて下さった先輩方、各委員会の皆さん・
それに会員の皆さん本当にありがとうござい
ました。 
 また、浅野幹事には多忙な仕事の中、幹事

二転三転し、有村国際委員長には大変苦労して
いただき、慶山ＲＣの朴国際奉仕委員長と何回
も連絡を取り合って、やっと決定した経緯があ
りました。 
 １月18日の14時にあゆの里にチェックインし
たあと、村山公園での植樹式を行ないました。 
『さるすべりの木』を植樹しましたが、事前準
備には岩井会員に大変お世話になりました。 
 18時からの合同例会、祝宴も非常に和やか
な、フレンドリーな会となり、二次会も日韓カ
ラオケ大会で大変な盛り上がりでした。両クラ
ブの親善を深める事が出来たと思います。有村
国際奉仕委員長を中心に、親睦委員会・ＳＡＡ
委員会・会員の皆さんやご出席いただきました
ご夫人の方々・ローターアクトの皆さんには心
より御礼申し上げます。おかげさまで、慶山Ｒ
Ｃのみなさんも非常に満足された様子で帰路に
着かれました。 
 同じく一月には、片岡会員が『瑞宝双光章』
の受賞祝賀会が開催され、多くのお客様や会員
全員で盛大に祝賀会を行なう事が出来ました。 
改めて片岡会員の功績を称えたいと思います。 
 ３月８日、９日は第2720地区の地区大会が大
分で開催され、当クラブより38名の会員・夫人
と本年初めて８名のローターアクトとチェン君
にも参加頂いております。恒例の人吉ナイトで
は、今回初めての参加の新婚の石蔵会員が由美
奥様をお連れでしたので、奥様の紹介を兼ねて
サプライズとして、事前に会場近くのケーキ屋
に発注していたささやかなケーキを、ご夫婦で
ローソクの火を消し、参加されたご夫人方と一
緒に一口ずつ食べて頂きました。いつもとは
違った人吉ナイトとなり、楽しいひと時を過ご
す事が出来ました。 
 ３月16日・17日は、渡辺会長エレクトのＰＥ
ＴＳが、人吉サン・ホテルで開催され、いよい
よ渡辺年度が始動を始めました。 
 ４月の職業訪問は、水野職業奉仕委員長の計
らいと外山博之会員のご好意によりまして複合
型高齢者施設『愛生会長寿センター』見学が実
現しました。とても清潔でゆったりとした施設
で、これからの高齢化時代にわが身を置き、真
剣に見学させて頂きました。 
 ５月11日は、熊本第６グループ那須ガバナー
補佐主催の『ＩＭ』が、ホストクラブ多良木Ｒ
Ｃで開催されました。人吉ＲＣより28名の会員
が参加し、記念講演の『大田黒浩一』氏の面白
い語り口に大笑いし、有意義なＩＭでした。 
 周年行事には、４月の玉名中央ＲＣの35周年
と、５月の牛深ＲＣの50周年に出席しました。 
 24日は人吉ロータリークラブの創立記念日
で、記念日恒例のパスト会長卓話を宮山パスト
会長にお願いして、有意義なお話を伺いまし
た。同じ24日には職業奉仕委員会の事業で、優
良職員表彰式が開催され、会員事業所から推薦
された８名の社員の方々が受賞されました。職



・丸尾会員 ４月よりゴルフ会へ入会して１ 

 回目より優勝させていただき、毎回ドラコ 

 ン、ニアピンをいただき、有難うございま 

 した。               

・山田会員 ①山賀会長、浅野幹事、一年間 

 ご苦労様でした。②安達ＲＡＣ委員長、お 

 疲れ様でした。ＲＡＣの例会に一度も顔を 

 出さずに申し訳ありませんでした。ごめん 

 なさい。              

・中川会員 山賀会長、浅野幹事、一年間お 

 疲れ様でした。これからも頑張りましょ 

 う。地区委員会、会員増強セミナーを含め 

 て５週間欠席しました。クビにして下さ 

 い。すみません。          

・赤池会員 山賀会長、浅野幹事さんの心の 

 こもったクラブ運営で、楽しく一年間を過 

 ごしました。ありがとうございました。 

                    

・浦田会員 山賀会長、浅野幹事さん、一年 

 間ご苦労様でした。         

・安達会員 山賀会長、浅野幹事、ナイスバ 

 トンタッチでした。楽しい一年間をありが 

 とうございました。         

・武末会員 山賀会長、浅野幹事、一年間お 

 疲れ様でした。           

・宮原会員 山賀会長、浅野幹事、一年間お 

 疲れ様でした。           

・渡辺会員 山賀会長、浅野幹事、お疲れ様 

 でした。次年度はゆっくりお休み下さい。 

                   

・延岡会員 ①ニコニコ箱、一年間ありがと 

 うございました。お蔭で目標の150万に到達 

 しました。来週からは、Ｒ財団宜しくお願 

 いします。②今野様ようこそお出でくださ 

 いました。私の大学の同級生に２人、大曲 

 高校出身者がおります。花火大会を自慢し 

 ていました。            

・山賀会長 一年間、会員の皆様には大変お 

 世話になりました。                

 

【Ｒ財団委員会】 
・和田会員 山賀、浅野コンビの会長幹事、 
 お疲れさんでした。本年もＲ財団に協力い 
 ただきありがとうございました。   
・山賀会長               
 

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 

と云う職務をパーフェクトに遂行していただ
き、心より御礼申し上げます。 
 これで、不束(ふつつか)な会長の『一年間を
振り返って』を終わります。 
重ねて一年間ありがとうございました。 
 

【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・鳥越会員 体調不良の為、今期迄で退会させ 

 て頂きます。32年と6ヶ月、長い間お世話に 

 なりました。                    

・愛甲会員 今日は出席せねばと思いました 

 が、出来そうにありません。皆様にご案内を 

 致しましたが、愛甲産婦人科の跡取りになる 

 二男の啓が8月25日にあゆの里ホテルにて挙 

 式致します。お忙しい事とは思いますが、何 

 卒宜しくお願い致します。財団等への挨拶は 

 後日致します。           

・堤脩会員 山賀会長、浅野幹事、地区出向及 

 び理事役員の皆様、一年間ご苦労様でした。 

                    

・鳥井会員 山賀会長はじめ、浅野幹事、役員 

 の皆様、お疲れ様でした。今後とも人吉ロー 

 タリー発展のためよろしくお願いします。 

                    

・井手会員 山賀会長、浅野幹事、一年間大変 

 お世話になりました。ありがとうございまし 

 た。今後ともご指導ください。     

・立山会員 山賀会長、浅野幹事、一年間ご苦 

 労様でした。人吉ロータリーの友に会長の素 

 晴らしい卓話ありがとうございました。 

                    

・伊久美会員 山賀会長、浅野幹事、ご苦労様 

 でした。               

・堤正博会員 山賀会長、浅野幹事、一年間ご 

 苦労様でした。今野様ご来訪ありがとうござ 

 いました。              

・大久保会員 山賀会長、浅野幹事、一年間ご 

 苦労様でした。            

・高山会員 山賀会長、浅野幹事お疲れ様でし 

 た。                 

・馬場会員 今週火曜日、昼食に焼しゃけをあ 

 わてて食べて喉に２㎝程の骨をひっかけてし 

 まいました。急なことで、友永先生にお世話 

 になり内視鏡で取っていただきました。本当 

 にありがとうございました。明日、南阿蘇で 

 本番があり、歌ってまいります。    

・平田会員 山賀年度のプログラム、一年間迷 

 惑のかけっぱなしでしたが、楽しく務めるこ 

 とが出来、感謝しています。また、山賀年度 

 の役員の皆様、大変お世話になりました。私 

 ごとですが、我社で新統合元年特別ニッセイ 

 グランプリニッセイクラブ員表彰、グランプ 

 リ受賞7回もいただきましたので最後に久々 

 にニコニコ致します。         


