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   会長 鳥井正徳 

 

 アンニョン ハセヨ 

 先週23日～25日にかけて慶山(キョンサン)ＲＣ

創立40周年記念式典に16名の会員の皆様と出席し

てまいりました。この後、中島国際奉仕委員長と

尾上会員から詳しい報告がありますので、私から

は出席した感想だけを申し上げて、日程が詰まっ

ておりますので本日の会長の時間とさせていただ

きたいと思います。 

 記念式典は、周到に準備され、その中で、我々

人吉ＲＣは大変な歓迎を受けました。慶山ＲＣ会

員、御夫人方一人ひとりが力を合わせての歓迎に

心温まる思いでした。記念樹として松の木を贈り

ましたが、地元町長をはじめ、歴代会長も多数出

席され、天候にも恵まれて、想像以上のすばらし

い植樹記念祭でした。 

 慶山ＲＣと姉妹クラブ締結して39年になりま

すが、これまでの会員の皆様がこつこつと積み

重ねて来られた国際友好を親善の絆は、しっか

りと実を結んでいることを実感できましたこと

をご報告致します。 

 歴史が積み重なった記念式典に、私ごとき者

が代表としてお祝いを述べる機会を与えていた

だき、身の引き締まる思いでした。会員の皆様

のご支援御協力に心から感謝申し上げ、会長の

時間といたします。 カムサ ハムニダ 

 

   幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区野田三郎ガバナー 

 エレクトから、安達会員へ『2015～2016年度 

 ロータアクト委員会』委員長の委嘱状が届い 

 ています。 

【回覧物】 

①韓国伝統芸術舞踏IN人吉公演実行委員会から 

 公演のチラシとチケットが届いています。 

【例会変更及び取り止め】 

人吉ロータアクトクラブから２月の例会案内が

届いています。 

□２月第１回例会 

 日 時：2月15日 日曜日10:00～ 

 内 容：人吉春風マラソン例会（広報目的） 

 場 所：人吉城内 

□２月第２回例会 

 日 時：2月20日 金曜日19：00～21：00 

 内 容：ビジネスにつながるIT活用セミナー    

    （JCとの合同例会） 

 場 所：人吉商工会議所３F 

 

【来訪者より】      坂口英雄ガバナー補佐 

 本日は人吉中央ロータリークラブ

の新入会員３名をメークアップ体験

のため連れて参りました。お世話に

なります。そして小山ガバナーから

の地区大会案内と参加のお願いをお

伝えに参りましたが、毎年人吉クラ



ブさんからはご夫人共にたくさんの参加を頂いておりま

すので特別お願いすることはございませんが、大会では

熊本第６グループの紹介を仰せつかっておりますので皆

様どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

                         

     国際ロータリー第2720地区 

    2015-2016年度 地区委員委嘱状伝達式 

     ローターアクト委員会委員長 

       安達玄一会員 
                  
          安達玄一会員    

 鳥井会長より第2720地区 2015～2016

年度のローターアクト委員長の委嘱状

を戴きました。野田三郎ガバナーエレ

クトより推薦があり理事会での承認を

戴きました。これも鳥井年度のロー

ターアクト委員長を引き受けてシマッタご縁だと思って

います。自分なりにアクターが色々な事を勉強、体験、

交流を通して立派な社会人となるよう努力したいと思っ

ています。次期、延岡年度は人吉ローターアクト創立４

０周年になり本田年度がクラブ創立６０周年となりま

す。大きな行事を若者たちと共に協力しながら運営して

いきますので皆様からの応援とご協力を宜しくお願いい

たします。  

          

         
   

 
 今年銀婚式の井手富浩・

桂子夫妻へ、親睦委員会よ

り記念品をお贈りしまし

た。おめでとうございま

す。 

 

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】   委員長 安達玄一 

 先ほど有馬幹事から報告がありましたように、人

吉ローターアクトクラブの２月の例会予定が届いて

おります。2/15(日)ひとよし春風マラソン例会2/20

(金)ＩＴ活用セミナー(ＪＣとの合同例会）となって

います。また、３月は2720地区ローターアクト熊本

グループ主催でクラブ対抗凧上げ選手権(ふるさと歴

史の広場)、その後バーベキュー（中川原公園）を予

定しております。皆様へご協力をお願いしながら楽

しい会にしたいと思っております。それぞれご案内

いたしますのでご参加いただきますよう宜しくお願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介            推薦人 片岡啓一 

 推薦者の私より、新会員の紹介をいたします。 

 本日入会の新会員は春木久江さんです。ご存じの

方も多いと思いますが、平成19年に亡くなられたご

主人の正道様も、また平成６年に亡くなられたご主

人のお父上の博様も人吉ロータリークラブの元会員

でした。1946年生まれ、クラブ内では、平田フク会

員、川越公弘会員、小林清市会員たちと同じ年代の

ようです。お住まいは人吉市田町、職業は人吉乳児

保育園理事長です。そして田町の真宗仏光寺派洪願

寺の坊守もお勤めになっています。そして熊本県保

育協議会の部会長もされていて大変お忙しいようで

す。 

 ご家族は、１男２女で、長男の彰様が現在洪願寺

のご住職を務めておられます。趣味は若い時からさ

れておられた卓球で、現在も続けておられ、審判の

資格ももっておられるスポーツウーマンでもありま

す。また日曜日には愛犬の太郎君と過ごされるのが

楽しみだと伺っております。 

 ３代にわたるロータリアンの誕生ということで、

ロータリーライフに早く慣れていただき、ご活躍さ

れんことを期待しております。 

 以上、新会員春木久江様の紹介を終わります。 
 
バッチ贈呈及び歓迎の言葉     会長 鳥井正徳    

 春木久江様、この度は、人吉ＲＣへの御入会あり

がとうございます。６１名の会員の仲間が心から歓

迎いたします。既に中川情報委員長からオリエン

テーションを受けられ、心得も十分と思いますが、

私達は、奉仕の心を大切にしながら、ロータリアン

としての誇りを持ち、ロータリーを楽しもうと日頃

から励んでおります。遠慮はいりません。仲間とし

て早く溶けこんでロータリーを楽しんでください。

本日はおめでとうございます。 
 
入会者の挨拶          新会員 春木久江 

 皆様こんにちは。片岡様より父と夫がこの会に

入っていたというお話しがありましたが、父は亡く

なるまでこの会員であったことを誇りに思っていた

ようです。そして夫も同じ道に進みました。今、懐

かしい皆様お一人おひとりのお顔を拝見しながら以

前のことを思い出しているところです。 

 先ほど赤池様のお話しがございましたが、実は赤

池様は社会福祉法人仏光福祉会の理事であり洪願寺

の責任役員でした。私は片腕をとられたような気持

ちでおりますけれども、それに負けてはおられませ

本日の出席率 

会   員   数   62名   86.21% 

出 席 免 除  4名 1 / 1 6 出席率 73.68% 

欠 席 者 数 8名 補 填 数   11名 

出 席 者 数  50名 修 正 出 席 率  92.98% 

＊届け出欠席 竹長・北・宮山・有村・中村・上田・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          

＊メークアップ  

 慶山RC40周年式典 片岡・伊久美・村山・中島・有村・大久保 

          齊藤・水野・尾上・有馬・鳥井 

 銀婚のお祝い 記念品贈呈 

入 会 式 
 

春木久江会員 



ん。一歩一歩、園のことお寺のことそしてロータ

リーを楽しみながら皆様の仲間に入れたらと思って

いるところです。どうぞ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す。 
 
所属委員会の発表        幹事 有馬宏昭 

 ご入会おめでとうございます。春木久江会員の所

属委員会は、クラブ運営では「親睦委員会」、奉仕

プロジェクトでは「青少年育成委員会」に所属して

頂くことに決定しました。委員長宜しくお願いしま

す。 
 
ロータリー情報委員会     委員長 中川貴夫 

 春木久江さん人吉ＲＣへ入会おめでとうございま

す。春木さんのお父様、ご主人とも素晴らしいロー

タリアンでありましたので、すぐにロータリアンと

して馴染まれ、活躍戴ける事と信じております。宜

しくお願いいたします。 

 さて、人吉ロータリークラブ細則11条・第６節に

よりますと、新会員がクラブに早く溶け込めるよう

援助する会員を指名する事になっています。春木久

江会員の援助会員を、推薦人の片岡啓一会員にお願

いする事に致します。片岡会員宜しくお願いいたし

ます。 

 ここで、ＳＡＡ委員会にお願いいたします、入会

されてしばらくの間、春木久江会員と片岡会員が同

席出来るようにセッティングを宜しくお願いいたし

ます。分からない事、疑問に思われたことは、遠慮

なく片岡会員にお尋ね下さい。そして、一刻も早く

素晴らしいロータリアンに成られることを期待いた

します。 

 

【国際奉仕委員会】  

  慶山ＲＣ創立４０周年記念式典 参加報告 

               委員長 中島博之 

 今年の慶山は嘘みたいに暖かった、コートが邪魔

になったくらいです。10年前の30周年の時は、すご

く寒かった記憶がありまして覚悟して行きましたが

大変助かりました。 

 １月23日早朝６時出発のつばめバスで韓国の姉妹

クラブ慶山ＲＣ創立40周年記念式典に16名のメン

バーで参加してきました。 

 福岡発11時、空路50分で釜山へ予定通り到着。 

朴泰元会長：李錫均国際奉仕委員長ご夫妻ら５名の

方々に出迎えられました。記念撮影もそこそこに、

会場の用意がありますから…と。気の毒なくらい短

い時間でした。お互いに感謝の気持ちは通じますが 

お互いに喋れないとこんなものですかねー。  

 今回バスのガイドさん、人吉ＲＣの訪韓に何度も

ご案内したそうです。昼食は石焼ビビンバを食して

大邱のホテル（ノボテルアンバサダー大邱）へ。

チョット休憩し、40分かけて式典会場のインターゴ

ルフ慶山カントリークラブへ、別棟の大広間が式典

会場その隣部屋に案内され早速宴会？ビールが出ま

した式典開始時間まで・・その間、後の懇親会アト

ラクションに待機していた宮廷音楽の奏者の一人が

私達の席で演奏しました。日本では考えられない接

待法ですね。今回の式典ではハングル通訳はなしで

したので、クラブ会長：ガバナー：市長：鳥井会

長：それぞれにご挨拶ありました。きっと私たちの

訪韓を歓迎する言葉で挨拶してくれているだろうと

聞いていました。記念品交換等ありまして懇親会へ

となりました。くじ引きなど計画してありまして時

間は過ぎるし、どうなる事か心配でした。（ホテル

近くの場所で歓迎会をする予定になっていましたの

で） 

 ９時半過ぎ終了、それからホテルへ。10時過ぎて

いました。幸いに歓迎会の会場はホテルのバーの１

室でした。慶山クラブから10数名の参加で心から歓

迎してくれました。全員の自己紹介などがありまし

て12時はすぐでした。彼らは、ここは２時まで大丈

夫ですからと言いながら明日の予定を30分遅らせま

しょうと帰っていきました。全員１時過ぎて部屋

へ・・。 

 ８時15分集合を45分集合。昨日のゴルフ場近くの

公園（市長の話ですと、只今整備中の公園だそうで

す）に、会員夫人を含め30名位で迎えてくれまし

た。気温は0度くらいでしたが本当に素晴らしい晴天

に恵まれて稀にみるお天気と暖かいお茶を入れてく

れました。40周年記念に植樹した樹種は松でした。 

その下にロータリーマークに入った石碑が出来てい

ました。挨拶の中に30周年記念の時計塔をこの公園

に移すことが間に合わなかったことが残念です…と

あの公園の真ん中に時計塔、見てみたいですね。 

 公式な行事はここまででした。大勢に迎えられま

た見送られて再び釜山へ。 

 釜山ロッテホテルの２階、若い人たちの目当て午

前３時半までＯＫだそうです。詳しくは若い会員さ

んがぎりぎりの話をしてくれるでしょう。 

 40年近く交流のある慶山クラブ歴代の委員長さん

の事前の打ち合わせ、こんなものですよと話を聞い

ていましたが納得でした。行ってみると大歓迎！！

ならば最初から気楽に楽しみに行けたらいいなーと

思いました。出発前日までいろんな確認事等、つば

め旅行センターさんお世話になりました。 

 皆さん人吉の６０周年には行きますよー 声を大

にして言ってくれていましたが、来年の姉妹締結延

長調印式の話は私は全く聞きませんでした。誰かが

聞いていてくれたらいいのですが…延岡次年度会長

申し訳ありませんでした。 

 

   慶山ＲＣ創立４０周年記念式典参加して 

                会員 尾上暢浩 

 姉妹クラブである、慶山ＲＣ40周年記念式典に参

加をさせていただきました。ロータリー歴５年余り

で、例会出席率も最低の私が参加するなどおこがま

しいと思っておりましたが、伊久美パスト会長より

お声をかけていただき、初めて出席させていただき

ました。いざ、行く決心をしたものの、何も経験が

ないため、考えれば考えるほど頭が痛くなり、イン

フルエンザにならんかなあ～とも正直思いました。

しかし、水野プログラム委員長より手取り足取り教

えていただいたことによりインフルエンザにもかか

らず無事に参加することが出来ました。本当にあり

がとうございました。 



 鳥井会長、中島国際奉仕委員長のご挨拶があり目

指すは韓国へ。到着後、昼食をとり、ホテルへ入っ

た後、式典会場へ向かいました。会場である慶山カ

ントリーへ着くと慶山ＲＣ40代会長の朴会長はじめ

山賀会長年度の時の調印式にお会いした方々のお顔

もあり、会員の皆様から熱烈な歓迎を受け、感動と

共に式典へと移りました。 

 内容は、中島国際奉仕委員長がお話しされました

ので割愛させていただきます。 

 今回、慶山ＲＣ40周年記念式典に参加をさせてい

ただいたことにより、人吉ＲＣ会員方々の重みと歴

史、そして「ロータリーの目的」を身をもって痛感

いたしました。ロータリーを何も理解していない自

分が恥ずかしく思いました。 

 道中での見配り気配りなどいたらない点を反省

し、今回学ばせていただきましたことを実践できる

ようにしたいと思います。勉強しなさいと背中を押

していただきました伊久美パスト会長に心より感謝

を申し上げます。簡単ではございますが報告とさせ

ていただきます。 

※日々歌われている「ロータリーソング」最後に皆

さんで輪になり歌う「手に手をつないで」は万国共

通と思っておりました。 

 

【ニコニコ箱委員会】     委員長 平田フク 

・人吉中央ＲＣ坂口ガバナー補佐 本日はお邪魔し 

 ます。今年も宜しくお願いします。     

・人吉中央ＲＣ平野隆三会員 急遽仕事が入りまし 

 て欠席いたします。人吉中央ＲＣよりメークアッ 

 プを楽しみにしておりましたのに申し訳ありませ 

 ん。                   

・春木会員 入会させていただきましてありがとう 

 ございます。何もわかりませんが宜しくお願い致 

 します。                 

・井手会員 銀婚記念の祝いをいただきましてあり 

 がとうございました。離婚されないようがんばり 

 ます。春木さん御入会おめでとうございます。 

                      

・伊久美会員 このたび韓国慶山ＲＣ40周年に行っ 

 てまいりました。38年前の第一回調印式に国際奉 

 仕委員長として署名したことを思い出しました。 

                      

・ 〃   春木久江さんの入会おめでとうござい 

 ます。青少年交換留学生のオリエンテーションに 

 ご一緒したことを憶えています。      

・宮原会員 ①春木さんの入会を歓迎いたします。 

 ②韓国調印式を欠席しましてすみません。  

・鳥井会長 春木久江様、御入会おめでとうござい 

 ます。楽しみにしています。宜しくお願いいたし 

 ます。                  

・有馬幹事 お陰様で慶山より全員無事に帰国しま 

 した。ご一緒の皆さま、ご協力ありがとうござい 

 ました。又、お留守を守っていただいた皆様あり 

 がとうございました。人吉中央ＲＣ坂口ガバナー 

 補佐、新入会員の皆様、ご来訪ありがとうござい 

 ます。                  

・堤正博会員 春木さんの入会を歓迎いたします。 

                      

・片岡会員 春木久江会員の御入会、心より歓迎申 

 し上げます。               

・堤脩会員 春木会員、入会おめでとうございま 

 す。                   

・延岡会員 15年ぶりにパスポートを取って楽しみ 

 にしておりました韓国訪問ですが、インフルエン 

 ザで急遽キャンセル、ごめんなさい。    

・本田会員 春木久江様のご入会、心より歓迎いた 

 します。女性会員が一人増え、とてもうれしいで 

 す。今後とも宜しくお願いします。     

・齊藤会員 春木先生、入会おめでとうございま 

 す。先生の入会を心待ちに致しておりました。お 

 父様は私の両親の仲人、私は人吉総合勤務で御主 

 人にお世話になり、娘は乳児園でお世話になりま 

 した。３代続けてご縁をいただいておりました。 

 これからのロータリーライフでまたご一緒させて 

 いただけることを楽しみにしております。  

・武末会員 春木さんの入会を歓迎いたします。           

                      

・山田会員 春木久江様のご入会おめでとうござい 

 ます。父上様、ご主人さまを思い出しておりま 

 す。                   

・漆野会員 春木園長先生、入会おめでとうござい 

 ます。早退します。            

・石蔵会員 春木さんご入会おめでとうございま 

 す。井手さん銀婚おめでとうございます。末永く 

 お祈り申し上げます。           

・塚本会員 春木先生、ご入会おめでとうございま 

 す。子供３人とも大変お世話になりました。今後 

 とも宜しくお願い致します。        

・平田会員 来訪者の皆さま、ようこそいらっしゃ 

 いました。告口様は私の息子と同級生です。春木 

 久江さんの入会、女性会員が増えて喜んでおりま 

 す。                   

・岩本会員 春木さんのご入会おめでとうございま 

 す。孫が乳児園で大変お世話になりました。そし 

 てニコニコはできませんが、私が会長の折り、お 

 父上の弔辞を読ませて貰いました。     

 

【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 坂口ガバナー補佐はじめ人吉中央ＲＣ 

 メンバーの皆様、ようこそ例会にお越し戴きあり 

 がとうございます。            

・井手会員 同上              

・宮原会員 同上              

 

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 人吉中央ＲＣ坂口ガバナー補佐をはじ 

 め３名の皆様の来訪を祈念して。春木先生の入会 

 を祈念して。井手さんの銀婚を祝して    

・井手会員 同上              

・伊久美会員 同上             

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 


