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      会長 鳥井正徳 
 

  

 本日は、賀寿会のため

夜の例会となりまし

た。ご協力に感謝いた

します。 

  梅雨にはいった途端

に豪雨に見舞われたか

と思うと、翌日は夏のように晴れ上がり、今

日は又雨と、これから油断の出来ない梅雨に

なりそうです。雨も心配ですが、口永良部島

の新岳の大噴火はまだ収まらないようです

し、同じ火山帯に属する桜島や阿蘇山でも活

発な噴火が続いています。全国で頻発してい

る地震と合わせて災害の情報には特に気をつ

けねばならないと思います。 

 地区研修協議会を受けての各委員会の協議

も、一昨日の奉仕プロジェクト委員会で終わ

り、次年度の方針、計画も決定し、いよいよ

延岡年度の準備が整いました。私の年度の時

もそうでしたが、ガバナー訪問が７月３１日

と早く、新年度栞作成の準備も急がねばなり

ません。６月は仕事の面でも多忙と思います

が、私からもよろしくお願い致します。そう

いう私も残り３回の例会を残すのみとなりま

した。まだ事業もありますので、残ったわず

かばかりの力をふりしぼりがんばりたいと思

いますのでよろしくお願い致します。 

 本日は、この後賀寿のお祝い会です。賀寿

は、長寿をお祝いする会とありました。今回

の賀寿対象者は、傘寿（80）に岩本泰典会

員、喜寿（77）に堤脩会員、丸尾孜会員、古

稀に春木久江会員、川越公弘会員、平田フク

会員、小林清市会員、還暦に村田武澄会員、

渡辺洋文会員、小林祐介会員の10名です。 

 年令を言わんでくれと言われるかもしれま

せんが、対象者の皆さんは、元気いっぱい人

生の節目の年を迎えられました。本日９時か

ら下田親睦委員長、有馬幹事、事務局の緒方

さんのお世話で青井神社の拝殿にて御祓いを

していただきました。これからの人生に新た

な一歩を踏み出されました。今後とも健康に

 



【回覧物】 

 独立行政法人地域医療推進機構人吉医療セン 

 ターから広報誌「翔」が届いています。 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 片岡啓一会員より｢３男の結婚を記念して｣Ｒ財

団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金へご寄付

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小林清市会員より｢初孫の誕生を記念して｣、米山

記念奨学会へご寄付がありました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

  

ご留意され、人吉ロータリークラブの重鎮として

ご尽力賜りますようお願い致します。 

 本日のお祝い会には殆どの会員がご出席でござ

います。親睦委員会の皆さんには大変お世話にな

ります。よろしくお願い致します。 

   

 

    幹事 有馬宏昭 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区ガバナー事務局からガ 

  バナー事務所移転のお知らせが届きました 

  移転日：２０１５年６月５日 

  新住所：熊本市中央区手取本町１１－１ 

      銀染コア地下１階 

②国際ロータリー第2720地区2015～2016年作守順 

  子地区管理運営部門長大森克磨地区職業奉仕 

 部門長ダブルセミナー開催のご案内が届いてい 

 ます。 

  (大分開催）平成２７年７月１８日(土) 

   場 所：ホルトホール大分（大分駅南） 

       ・職業奉仕セミナー  

        9:00受付 9:30～12:30 

       ・管理運営セミナー 

       13:00受付 13:30～16:30 

 （熊本開催）平成２７年７月２５日（土） 

   場 所：熊本保険科学大学 

        ・管理運営セミナー 

        9:00受付 9:30～12:30 

       ・職業奉仕セミナー 

        13:00受付 13:30～16:30 

 ＊9:30～16:30間での１日を通してのセミナー参 

  加者には昼食用意します。 

 ＊大分・熊本開催のいずれかに参加ください。 

 ＊管理運営セミナー対象者は、 

   2015～2016年度クラブ会長 

   2016～2017年度クラブ会長予定者 

   クラブ幹事 

   クラブ管理運営(クラブ奉仕)委員長 

   別紙記載の委員長、他希望者 

 （出席、プログラム、スマイル、親睦その他クラ 

  ブ奉仕にかかわる委員長） 

③国際ロータリー第2720地区2015～2016年片山勇 

 地区広報部門長から、地区広報(IT)研修会開催 

 ご案内が届いています。 

    日 時：2015年7月4日(土) 

       （13:30受付）14:00～17:30 

    場 所：別府市社会福祉会館 

   日 時：2015年7月11日(土)13:30～17:00                    

              （13:00受付） 

   場 所：グランメッセ熊本 

  ＊広報（ＩＴ）セミナー対象者は、 

  2015～2016年度クラブ会長 

    〃     クラブ幹事 

    〃     クラブ広報委員長 

本日の出席率 

会   員   数   64名   94.92% 

出 席 免 除  4名 5 / 2 2 出 席 率  74.58% 

欠 席 者 数 4名 補 填 数     15名 

出 席 者 数  56名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 平田・丸尾・中村・大野  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），高山，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 ＲＬＩ委員会；中川 

 地区研修協議会；北・下田・有村・井手・宮原・山賀 

 人吉ＲＡＣ例会；鳥井・伊久美・齊藤・平田・安達・原田 

 次年度委員会合；片岡・宮山 



【ニコニコ箱委員会】    委員 武末憲一 

・立山 茂元人吉ＲＣ会員 先日、元ローター 

 アクトの小野君の結婚式がここあゆの里であり 

 ました。席がロータリーの皆さんと一緒で楽し 

 い宴会となりました。小野君は思い出のアルバ 

 ムに２枚もアクト時代の写真を出してくれてま 

 した。安達さんから、伊久美さんや鳥井会長が 

 よくアクト例会に来て頂いていることや、今度 

 中川さんの息子も入会して40周年に向かって頑 

 張っている話を聞いてとても嬉しかったです。 

 隣がニコニコの武末先生だったので部外者ニコ 

 ニコさせて頂きます。          

・渡辺会員 賀寿のお祝いをしていただきありが 

 とうございます。今後共宜しくお願いします。                      

                     

・丸尾会員 本日はお祝いをいただき有難うござ 

 います。先約があり出席出来ませんのでニコニ 

 コします。               

・堤脩会員 喜寿のお祝いをしていただき有難う 

 ございました。             

・川越会員 賀寿祝い御礼          

・小林祐介会員 賀寿祝い御礼        

・村田会員 賀寿祝い御礼          

・小林清市会員 賀寿の祝ありがとうございま 

 す。先週、初孫が無事に退院して来ました。元 

 気です。名前は清史(きよし）です。   

・伊久美会員 賀寿を受けられました方々、おめ 

 でとうございます。これからのご健勝を祈念し 

 ます。                 

・葉山会員 10名の賀寿の皆様、おめでとうござ 

 います。誕生祝いありがとうございます。 

・宮山会員 賀寿の会 長寿の皆様方、健康で人 

 生を全うして下さい。御祝い申し上げます。忘 

 れていた結婚祝い頂きました。      

・石蔵会員 賀寿のお喜びの皆様へ おめでとう 

 ございます。変わらぬご健康をお祈りして。 

                     

・鳥井会長 賀寿のお祝いの10名の会員様、おめ 

 でとうございます。更なる長寿を期待します。 

                     

・片岡会員 5番目の３男が、やっと結婚しまし 

 た。                  

・堀川会員これからも体に気を付けられ元気にお 

 過ごしください。            

・安方会員 本日賀寿を迎えられた皆様、大変お 

 めでとうございます。今後のご健勝をお祈り致 

 します。                

・延岡会員 長寿のお祝いの皆様、おめでとうご 

 ざいました。結婚祝い有り難うございました。 

                     

【Ｒ財団委員会】 

・小林清市会員 同上           

・延岡会員     同上                    

 

  

  

【ローターアクト委員会】  委員長 安達玄一 

     人吉ＲＡＣ６月第１例会案内 

   日 時； ６月７日（日）午後２時～ 

   例 会； 新宮寺ゴルフ場（球磨郡錦町） 

   内 容； ゴルフ例会   

 アクトは１０名ほど参加しますが、ほとんどが

初心者です。ゴルフクラブも持っていないメン

バーばかりですので、会員の皆さんで不要なクラ

ブがありましたらご提供をお待ちしております。

ご連絡いただけましたら受け取りに参ります。ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

【地区 ＲＬＩ委員会】  委員長 中川貴夫 

 地区のＲＬＩから報告します。5月30～31日と熊

本と大分でＲＬＩの研修をさせていただきまし

た。我クラブからは水野虎彦君が来ていただきま

した。50分の６セッション、高校以来の６時間授

業を受けてもらいました。私は50分の３セッショ

ンと、次の日そのまま大分に行き２セッションを

させていただきました。これからクラブを引っ

張っていくリーダーを多く育てるための研修会が

増えています。水野君には10月のＤＬにも参加い

ただきたいと思います。多く勉強したいと思われ

る方はぜひ参加していただければと思います。 

宜しくお願いいたします。 

 

【親睦委員会】      委員長 下田文仁 

 

 

６月の誕生祝い ６月の誕生祝い   

 塚本哲也会員    ７日 堀川匠太会員  １４日 

 葉山稔洋会員  ２９日 戸高克彦会員 ２９日 

 

 

 

 

 

 

 

６月の結婚祝い ６月の結婚祝い   

 田上明仁会員  ３日  宮山 惇会員  ４日 

 大野啓介会員   ７日   延岡研一会員 ２１日 

 

 

 



【米山記念奨学委員会】 

・岩本会員 賀寿の祝いありがとうございまし 

 た。                  

・春木会員 お祝いをしていただき大変ありがと 

 うございます。これからも元気で働きたいと 

 思っております。            

・伊久美会員 毎週の米山特別寄付をいたしま 

 す。                  

・中川会員 賀寿を受けられます皆様、おめでと 

 うございます。ますます健康に注意され、ご指 

 導宜しくお願いします。          

・山賀会員 賀寿を受けられた10名の皆様、おめ 

 でとうございます。                     

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

    

              

           進行：下田文仁親睦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇賀寿祝い会員入場 

   

◇記念品贈呈     

 記念品として、会

員のお店で買い物が

できる親睦委員会お

手製の商品券が贈ら

れました。 

 

 

◇賀寿会員挨拶  傘寿 岩本泰典会員  

 本日は有難うございます。祝って

戴くのに、私一人がノーネクタイで

申し訳ありません。実は18日間、右

手指の手術で人吉を離れていまし

た。ギブスが取れていませんのでネ

クタイが結べません。お許し下さ

い。入院中に看護師さんからお仕事

は何ンですかと訊かれました。無職

ですと応えたら、その前は何をされ

ていたのですかと問われます。以前はドロボーで

した、ですから指が曲がったまま伸ばなくなった

のですと言いました。複雑な笑い声が戻ってきま

した。デュピュイトラン拘縮という白人が罹る病

気だそうで、13年前にも全身麻酔で左手を手術し

ていますが原因は未だに不明だそうです。と云う

事は、本を質すと私は白人だったのです。熊本の

病院には、従妹の子が外科部長で勤務して居り、

名誉医院長が後輩だという縁でお世話になりまし

  賀 寿 会賀 寿 会 



た。夫が亡くなり七年余になりますが、私も同じ

思いを味わえるよう楽しめるようになりたいと思

います。本日は本当にありがとうございます。 

  

古稀 川越公弘会員 

 本日はお祝いいただきましてありが

とうございます。皆様の暖かい友情で

これまで大病をすることもなく無事古

稀を迎えることが出来ました。これか

らも健康に注意し、頑張って行きたい

と思います。本日は誠にありがとうご

ざいました。 

 

古稀 平田フク会員 

 賀寿の皆さま、誠におめでとうございます。 

わたくしもその席に座らせていただくことを、以

前よりとても楽しみにしておりましたので、たい

へん残念です。 

実は、ちょうど今の時間、社内の行事で、『ニッ

セイ・ グランプリ表彰』の招待を受けまして、

パーティーに参加しております。 

この賞は、嫁が亡くなってから、孫の世話などで

仕事の時間が半分もない中戴いた賞でしたので、

尚、喜びも大きく、これも嫁が「お母さん、あり

がとうね」と、私にご褒美をくれたのかも。 

ですから、本日はそちらのほうへ出席をすること

にしましたことの意を汲んでいただきますよう宜

しくお願いいたします。 

帰りましてからニコニコさせていただきます。

ロータリー大好きです。 

 

古稀 小林清市会員  

 本日は賀寿の席を設けていただき

ありがとうございます。還暦を迎え

られた方々にはまだまだ「若人」と

して頑張って欲しいと願います。私

共、古稀からの人は「老い」と仲良

く生きるという姿勢が大事です。い

つまでも若々しくありたい、死ぬま

で健康でありたいなど考えないこと

です。 

 老人は「一人前の人間ではない」と誰かが言っ

ていましたが、最近妙に実感しています。若い人

と同じ土俵で張り合おうなどと思わないことにし

ています。老後だけを切り離して生きることは出

来ないので、私はこれまでの生き様の延長線上

で、のんびりゆっくり、ほどほどに生きることを

心掛けて行きます。 

  

還暦 渡辺洋文会員 

 本日は賀寿のお祝いをありがとうございます。

昨年鳥井会長の賀寿のお祝いをさせていただい

て、「先が短い」と言って顰蹙を買ってしまいま

したが、帰ってかみさんに話したら「バカじゃな

た。 しかし、13年前に手術した左手小指が、ま

た曲がってしまいました。右手の完治を待って再

度の手術を約していますが、死ぬ時は死ぬんです

から残りの人生は我慢します。小指の曲がりは、

ゴルフのクラブを握るのには便利ですし、カラオ

ケのマイクを持ったら離れませんので便利で有利

です。顔を洗うのには不便ですが…。 

 傘寿を迎え、ゴルフではエイジーシュートを狙

える年齢になりました。過去には宮崎フェニック

スで78、球磨カントリーではハーフながらアン

ダーの35で回り、昨年は83のスコアも出ています

から夢では終わらないと信じています。本日は有

難うございました。 

 

喜寿 堤 脩会員 

 本日は喜寿のお祝いをロータリク

ラブで開いて頂き有難うございま

す。先ほど77年前の昭和14年はドイ

ツがポーランドへ侵攻した年である

と教えて頂きましてありがとうござ

いました。私にとっての昭和14年は

うさぎ年なので誕生日が１月10日で

すからあと10日早く生まれれば寅年

で、1年遅く生まれていればば紀元

2600年だったのにと小学校の頃残念に思っていた

のを憶えているくらいでした。人吉ロータリーク

ラブに入会して42年目で、今回の喜寿のお祝いで4

回目の賀寿会を開いて頂くことになります。喜寿

と云えば大変なお年寄りでクラブにはご迷惑をお

かけすると思いますがもうしばらくお世話になり

たいと思いますのでよろしくお願い致します。本

日は喜寿を祝って頂き本当に有り難うございま

す。 

 

喜寿 丸尾 孜会員 

 本日はお祝いをいただき有難うございます。   

 今朝の青井阿蘇神社参拝では鳥井会長はじめ親

睦委員長さん大変お世話になりました。夜は誠に

残念ですが先約があり出席出来ません。会員の皆

様今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

古稀 春木久江会員 

 古稀のお祝いをしていただき大変あ

りがとうございます。１月30日に入会

させていただいたばかりですのに、誕

生祝、結婚祝、そして今日と皆様にお

祝をしていただきうれしく感謝の気持

ちで一杯です。昔は七十歳まで生きる

ということは稀であったので「古稀」

に稀の字を使ったと聞いています。岩

本様、堤様のお話を拝聴し元気がわい

てきました。ありがとうございまし

た。父や夫は最後までロータリアンとして誇りを

持ち、皆様のお仲間であることを喜び過しまし



いの！」と言われました。 

 僕も後何年元気に釣りが出来るのか？

それが一番の気がかりでもあるんです

が、「釣りという病気は死ぬまで治らな

い難病であると共に、人生という難病を

治療してくれる特効薬でもある」と言う

名言があります。健康で長生きして、一

日でも長く元気に釣りが出来るよう日々

精進していきたいと思いますので、今後

ともよろしく御願いします。 

 

還暦 村田武澄会員 

 本日は賀寿会の一員に加えて頂きあ

りがとうございます。渡辺会員、小林

会員とわたくしの３名が当クラブでの

還暦ということですが、有名なところ

では、ヒデキ還暦でおなじみの西城秀

樹、郷ヒロミ、世良公則、松山千春、

明石屋さんま、所ジョージ、落語の春

風亭小朝、歌舞伎の故中村勘三郎、

キャンディーズの伊藤蘭ちゃん、NHKの

朝ドラに出ているジュリーの奥さん田中裕子、プ

ロ野球の掛布雅之、江川卓、大野豊、元横綱千代

の富士（現・九重親方）、プロボクシング元ライ

トフライ級王者の具志堅用高、自転車の世界選手

権で10連覇を達成した中野浩一などがいます。 

  有名人がおるから何やと言わないで下さい。 

  ただ、そういった人達と同じ歳だということを

分かって頂きたかっただけです。 

  還暦を機に、当クラブの会員64名の平均年齢っ

て何歳だろうとふと疑問に思い、今日時点の平均 

年齢を計算してみました。みなさん、当クラブの

平均年齢は何歳だと思いますか。なんと、とっく

に還暦を過ぎて、62.9歳となっています。 今年還

暦とはいえ、クラブの平均年齢にも届いておら

ず、皆さんから見れば、まだまだ未熟な若造とい

うことです。 

  還暦は、赤ちゃんに還ると申しますが、生まれ

たての可愛い赤ちゃんならともかく、多少ひねた

可愛げのない赤ちゃんとして、今後も精進して参

ります。 

「あいさつは短く、いのちは永くが良し。」言わ

れておりますので、これで終わります。 

皆様、本日はありがとうございました。 

 

還暦 小林祐介会員 

 本日は皆様からお祝いをしていただ

きまして誠にありがとうございます。

兄が古稀、私が還暦、母親が米寿であ

ります。長寿祝い一色であります。 

 先ほどのお話に今年還暦の方は残り

23年の余命とありましたが私の場合は

あと10年ぐらいでしょうか。まずは体

重をなんとかしなければいかんので誕

生日を機に気をつけていきたいと思っているとこ

ろです。私と食事をする方はエサを与えないよう

にお願いします。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 

 

 

 

 

◇手に手つないで  

 

 

 

 
◇閉会  
 延岡研一会長エレクト 

 
 


