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   会長 鳥井正徳 

 

 新年明けましておめで

とうございます。会員の

皆様におかれましてはご

家族お揃いで希望に満ち

た新年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。新

年も人吉ロータリークラ

ブが良き年でありますよ

うよろしくお願い致しま

す。 

 私は正月を迎えますと、いつも頭に浮かぶ

俳句がございます。 

 一つは、高浜虚子の「春風や闘志いだきて

丘に立つ」 

 一つは、漱石の「我に許せ 元旦なれば 

朝寝坊」でございます。 

 皆さんは、この２句のうち今年の正月はど

ちらの気持ちでお迎えになったでしょうか。

殆ど会員さんが会社や事業所等の責任ある方

ばかりで、しかも経済状況もままならぬ時で

すから、虚子の気持ちで正月（新年）をお迎

えになったことと思います。私は夏目漱石の

朝寝坊の方でした。三が日が過ぎたら漸くエ

ンジンがかかった体たらくでした。 

 そんな中で、正月テレビ番組の伊藤穣一さ

ん（ボストンメディアラボ所長）とノーベル

賞学者山中伸弥さんの対談が目に止まりまし

た。その中で、山中教授は、何をするにして

もビジョンを持つことが大切と説いておられ

ました。ビジョンとは、未来像、将来の展

望、見通しなどの意味と思いますが、長期的

な展望（ビジョン）が何事にも大切で、その

為には今何をなすべきか、何が出来るかを

しっかり考えることが大切とのことでした。

私は、「ロータリーの活動に誇りを持ち楽し

もう」と目標に掲げて６ヶ月がたちました

が、対談の中にヒントがあったように思いま

す。 

 その中にあった将来の展望についてです

が、昨年は、人口減少による「地方消滅」と

いうショッキングな言葉さえ生まれました

が、新年早々のマスメディアが報じた日本最

                     
  清流山水花あゆの里  例会18時～ 新年会19時～ 

国 歌「君が代」 

Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 



大の課題は、やはり「地方創生」「地方の活性

化」でございました。人吉市も消滅都市に入って

いますが、統計によりますと、2040年には人口が

21,000人になり特に若年女性（20～30才代）人口

が1,271人になるという驚くべき数字でございまし

た。人口減少による様々の課題、方向性が議論さ

れていると思いますが、厳しい課題であると思い

ます。このような中で、ロータリー活動はどうあ

るべきか、ロータリーの原点を踏まえながら、今

後のロータリーのビジョンについて議論する必要

があると思ったところです。 

 昨年社会奉仕活動の一環としてお認めいただい

た「高校生奨学金制度」は４月からスタートしま

す。高校では選考がなされ、すでに候補生の提出

がなされました。２月には理事会での承認を求め

ることになっています。地域活性化に寄与できる

ことと期待しています。 

 １月２２日から２４日まで慶山（キョンサン）

ＲＣ40周年記念式典に、18名の会員が出席するこ

とに決定いたしました。中島国際委員長の御苦労

により日程等の詰めが漸く出来たところでござい

ます。 

 慶山ＲＣとの交流につきましては、その概略を

クラブの栞に載せていただいています。御覧いた

だきたいと思います。1975年の姉妹クラブ締結、

1989年の青少年交流事業締結以来慶山ＲＣとは39

年に及ぶ交流が続いていることになります。この

交流の生き字引と言えば失礼ですが、伊久美パス

ト会長も積極的に出席していただきます。ありが

とうございます。これからも交流は続きますの

で、会員の皆様の積極的な参加をお願いします。 

 この後本日は新年会です。親睦委員会の皆様に

は大変お世話になります。よろしくお願いしま

す。 

 

 

    
 

       幹事 有馬宏昭 

 

【理事会の承認事項】 

①会員の退会承認 

 赤池利光会員12/23付け退会(死亡） 

 山本瑤子会員12/31付け退会 

 馴田信治会員12/31付け退会 
 
【連絡事項】 

①国際ロータリー理事会の決定事項が届いていま 

 す。ロータリーの特別月間を、重点分野を強調 

 するものに変更しました。 

  9月 基本的教育と識字率向上月間 

  10月 経済と地域社会の発展月間 

  12月 疾病予防と治療月間 

   1月 職業奉仕月間 

   2月 平和と紛争予防/紛争解決月間 

   3月 水と衛生月間 

   4月 母子の健康月間 

   5月 青少年奉仕月間 

②国際ロータリー第2720地区ガバナー事務局から 

（1）入退会報告期限について 

   これまで入退会日から起算し180日以内が30 

   日以内になりました。 

 (2) 特別月間について 

     先ほど述べたとおりです。 
 
【回覧物】 

①国際ロータリ理事会決定事項が届いています。 

 回覧いたします。必要な方はコピーをお渡しい 

 たします。事務局にお申し出ください 

②人吉医療センターから週報「翔」が届いていま 

 す。 
 
【例会変更及び取り止め】 

熊本西ＲＣ1/27→取り止め ｸﾗﾌﾞ定款基づく 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 武末憲一会員、堤 脩会員より、人吉ロータリー

クラブ入会４１年を記念して、人吉ロータリーク

ラブ奨学金基金へご寄付がありました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   61名   87.93% 

出 席 免 除  4名 12/19出席率 76.27% 

欠 席 者 数 7名 12/26出席率 82.76% 

出 席 者 数  50名 補填無し  

＊届け出欠席 堀川・井手・川越・小林清・中村・大野・上田 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          



【親睦委員会】       下田文仁委員長 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・高嶋名誉会員 今年もお世話になります。 

                     

・堤脩会員 病院敷地内に介護老健施設 

 「もみの木」を併設いたしました。      

・友永会員 誕生祝いありがとうございました。 

                                         

・新年会全員スマイル                  

【Ｒ財団委員会】 

・堤脩会員 同上             

【米山記念奨学委員会】 

・堤脩会員 同上                       

・葉山会員 12月30日、愛甲先生のお陰で母子共 

  に無事に男児が産まれました。年末年始あわた 

 だしい日々を過ごさせて頂きました。今日も沐 

 浴して冷や汗をかいて来ました。     

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 
 

            進行；親睦委員会 

 

  

 

会長挨拶            鳥井正徳会長   

 新年明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、それぞれに希望に満ち

た新年をお迎えのことと思います。本年も人吉

ロータリークラブにとって良き年になりますよう

よろしくお願いします。 

 さっそく韓国慶山ロータリークラブ40周年記念

式典への参加が控えていますが、遺漏がないよう

にしたいと思いますので御協力をよろしくお願い

します。 

 本日の新年会には会員をはじめご夫婦様、ロー

ターアクトの皆さんなど86名のご参加でございま

す。歌手天野美宏さんも華を添えていただきま

す。大いに楽しんでください。 

 親睦委員会の皆さん、よろしくお願いします。 

１月の結婚祝い １月の結婚祝い   

 有馬宏昭会員 １３日  高山征治会員 １７日 

 上田一精会員 １５日   小林祐介会員 ２９日 

 鳥井正徳会員 １６日   

 青木一幸会員 ２３日    

 

 

  ゴルフ愛好会１２月例杯成績ゴルフ愛好会１２月例杯成績  1212/18球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 堀川匠太 39 42 81 9 72 

準優勝 村山能史 49 52 101 24 77 

３位 水野虎彦 48 47 95 18 77 

４位 岩本泰典 51 46 97 18 79 

５位 岩井和彦 54 40 94 14 80 

７位 小林祐介 53 50 103 20 83 

10位 中島博之 62 64 126 36 90 

   ＢＢ賞 板井英朗  敢闘賞 石蔵尚之   

  

ドラコン 

  

  70歳以上  69歳以下 

中島博之 水野虎彦 

岩井和彦 なし 

ニアピン   
    水野虎彦    岩本泰典 

    北昌二郎       

べスグロ  
69歳以下   堀川匠太  

70歳以上   岩本泰典  

１月の誕生祝い １月の誕生祝い   

 堤 脩会員   １０日   上田一精会員  １９日 

 延岡研一会員 ２０日  友永和宏会員 ２２日 

 有馬宏昭会員 ２６日   村山能史会員 ３１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １月のゴルフ愛好会ご案内 

      日 時: １月１５日 (木) 

           １０時０６分ｽﾀｰﾄ            

      場 所: チェリーゴルフ人吉コース 

  予定日の1月２２日(木)を都合により変更いたしました。 



    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

     

   

   

 

 

 

 

 

 

   

ご協力ありがとうございました。 

売上金144,500円でした。 

天音美広さんミニライブ 

 金婚 

 鳥井正徳・佐智子ご夫妻 

 １９６５年１月１６日挙式 
 
 銀婚        

 井手富浩・桂子ご夫妻 

 １９９０年５月３日挙式 

手に手つないで 

閉会 延岡会長エレクト 

オークション 

金婚銀婚のお祝い 

乾 杯     伊久美寛志パスト会長  

 祝舞  『千代の寿』 伊久美欣子夫人 

 ローターアクト余興    「ようかい体操第一」 
     天音美広さんと一緒に ウィッスッ！ 


