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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行  葉山稔洋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    延岡研一会長 
   
     人吉ローターアクトクラブ会員 ８名   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会長 延岡研一 
 

  
 今週の大きなニュースは、最高裁で夫婦別姓

を認めない民法の規定は合憲であるという判断

を示し、原告の上告を棄却した事でしょう。 

 今日はこの話題はさておき、忘年会です。 

ＲＣにとってはようやく年度の半分が過ぎる時

期で、これからいろんな行事が待っており、何

もかも忘れるぞーという訳にはいかない時期で

す。まあ、しかし、私自身、会長として丁度折

り返し地点、そして次年度の理事役員に次々年

度会長も決まり、いよいよ我が人吉ＲＣはもと

より、地区も第6グループも次年度に向けての

準備が始まります。一区切り付けて年明けに備

えるのもいいでしょう。 

 さて、ご存じの会員も多いかとは思います

が、ロータリー年度は、なぜ7月1日に始まるの

かと、疑問に感じたことはありませんか。これ

は、毎年開催される国際大会にその由縁があり

ます。ロータリーの最初の会計年度は、第1回

大会が終了した翌日、1910年8月18日に始まり

ました。その後も同様だったようですが、1912

年8月の理事会が当時の国際ロータリー・クラ

ブ連合会の会計監査を依頼した際、クラブ幹事

と会計が十分な時間をもって、大会に向けた財

務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定でき

るよう、会計年度の最終日は6月30日にするの

がよいとの提案を会計士から受け、執行委員会

はこれに同意し、1913年4月の会合で、6月30日

を会計年度最終日と定めました。ロータリーは

その後、1917年まで、7月または8月に年次大会

を開催していましたが、1916年大会（米国、シ

ンシナティ）での代議員が、夏場の暑さを考慮

し、大会を6月に開催する決議案を採択しまし

た。これにより、次の大会となる1918年アトラ

ンタ大会が6月17～21日に開催され、その後一

部5月開催もありましたが、6月大会が固定化さ

れたようです。また、「ロータリー年度」とい

う表現は、ロータリーの運営年度を示す用語と

して、1913年から使用されているようです。同

年7月の「ザ・ロータリア ン」誌に、「終わり

に近づきつつある本ロータリー年度は、クラブ

が容易に集結できるよう、充実したクラブ合同

会合が行われた一年でした」と記されていま

す。以上、ちょこっとＲ情報でした。 

 今日の卓話は、本岩ＲＡＣ会長にお願いしま

した。これも人生勉強、よろしくお願いしま

す。 

通算２８７３回 第２３例会 

 ２０１５年１２月１８日 

   毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

     

会長の時間  P1 

 幹事報告  P2  

 出席率報告、地区委員委嘱状伝達   P2 

 人吉ＲＡＣ会長卓話  P2～3 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山.奨学金カード  P3 

 忘年会.寄付の申し出 Ｐ3～4 
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    幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・八代南RC創立40周年記念式典の案内 

 日 時：平成28年3月5日(土) 

         式典14:00～16:30 祝宴17:20～20:00 

 記念講演: ジュディ･オング氏（ポリオ大使） 

 登録料: 会員:10,000円 夫人:8,000円 

 登録締切: 1月31日 

 改めて皆様にはFAXでご案内致します。 

・人吉ローターアクトクラブ創立40周年記念式典案内 

 平成28年2月27日(土)･28日(日）2日間 

 場 所:清流山水花あゆの里 

 登録料：4,000円 

 祝賀会参加料は別途6,000円 

 詳しくは後程人吉RACのメンバーから案内がご 

 ざいます。 

【回覧物】なし 

【例会変更取り止め】なし 

 

 

    委員長 漆野智康 

【ガバナーエレクトより】 
 
  国際ロータリー第2720地区2016-2017年度 

    地区出向者委嘱状地区出向者委嘱状  伝達式伝達式 

  ローターアクト委員長 安達玄一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際ロータリーより会員表彰】 

  

 昨年度、安方晃会員を推

薦頂いた堤正博会員へ、国

際ロータリーよりスポン

サーピンが贈られました。 

 

 

【人吉ローターアクトクラブ】 

        

        卓  話  
       
              会長 本岩祐梨 
 

 人吉ローターアクトクラブ今

期会長の本岩佑梨です。人吉

ローターアクトクラブに入会し

て１年、会長になって早いもの

で半年が経ちました。 

 入会するきっかけになったの

は直前会長である松原さんで

す。松原さんから人吉ローターアクトクラブに

誘っていただき、クラブの色々な事を教えても

らいました。 

 人見知りなところもあり、人と接することが

少し苦手な私でしたが、人吉ローターアクトク

ラブに入会して例会や行事に参加し、自クラブ

はもちろん他クラブのアクターと話をしたり活

動するうちにアクターの皆さんに対して私自身

が壁を作っていない事に気がつきました。 

とても驚きました。人と接することがこんなに

楽しいと思ったのは初めてでした。 

 私がこのように成長できたのも、人吉ロー

ターアクトクラブに誘って下さった松原さんの

おかげです。本当に感謝しています。 

 今期、会長と地区役員を兼任することにな

り、務まるのかなと思いましたが、人吉ロー

ターアクトクラブの皆さん人吉ロータリークラ

ブの皆さんが支えて下さっているおかげで役職

という責任に押し潰されることなく、楽しくの

びのびと活動出来ています。 

 ４０周年記念式典もみんなで楽しく人吉ロー

ターアクトクラブらしく出来たらと思います。 

 あと半年ですが、どうぞよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 

             

           ４０周年記念式典 

           実行委員長 中川宝星 
 

 私たち人吉ローターアクトク

ラブが４０周年を迎えることが

できましたのは、ロータリーク

ラブの皆様からのたくさんのご

支援のおかげです。本当にあり

がとうございます。 

 来年の２月２７、２８日の二

日間をかけて、アクトを見守り、育ててくだ

さった皆様への感謝を込めた記念式典を開催し

ます。 

 式典のテーマは『超☆全力 おheat吉！』と

定めました。皆様には楽しんでいただきながら

も、私たちの今期クラブターゲット『松岡修

造』のようにHeat！そう、熱く、全力になって

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  77.05％ 

欠 席 者 数 14名  1 2 / 4 出 席 率  78.33% 

出 席 者 数 46名 補 填 数  1名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率   80.0% 

＊届け出欠席 有馬・岩本・片岡・川越・北・内藤・中川 

       中村・大野・尾上・田上・竹長・外山・山賀  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

＊メークアップ Ｒ情報集会；中川          
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いただき、「人生」や「未来」について考えて

いただく式典にしたいと思い、準備を進めてお

ります。ロータリークラブの皆様には、是非、

全登録していただき、たくさんの方にご参加い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 永尾禎規 

・堤正博会員 本日は突然にロータリーバッヂ 

 をいただき感謝いたしております。肥後銀行 

 の安方支店長様に入会いただき、その推薦を 

 したことへの「ごほうび」だと思います。こ 

 れからも会員増強を頑張りたいと思っていま 

 す。                 

・本田会員 ローターアクトの皆さん、ご来訪 

 ありがとうございます。40周年に向けて頑 

 張って下さい。いつでも“ひまわり亭”使っ 

 て下さい。              

・葉山会員 ＲＡＣ会長卓話を依頼したのは、 

 けっして“イジメ”ではありません。ゴメン 

 ネ!!                 

・新堀会員 人吉新聞に続き、昨日、熊日新聞 

 に載りました。人吉の良い宣伝をさせていた 

 だきました。ありがとうございます。  

・下田会員 先日、「発見くまモンラボ」とい 

 う番組に出させていただいて、日本遺産球磨 

 焼酎のＰＲをさせていただきました。みなさ 

 んも日本遺産としての球磨焼酎をこれからも 

 応援して下さい。           

・延岡会長 本岩会長、お疲れ様でした。入会 

 半年での会長就任、そして40周年もあり大変 

 でしょうが頑張って下さい。中川君、来年会 

 長でしょうか？            

・他57名忘年会全員スマイル        

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上                      
 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 米山奨学会に特別寄付をいたし 

 ます。                

・延岡会長 同上               

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        忘年会 
 
    進行；親睦委員会 馬場貞至副委員長 

 

人吉ＲＣ 延岡会長挨拶  

 ウィキペディアで検索して見ますと、忘年

会とは、「年内の苦労を忘れるために年末に

行われる宴会で、宗教的意味付けや特定行事

様式の無い日本の風俗の一種である。」とあ

ります。 

 また、英語文化圏においてはクリスマスと

対比させた非宗教的な行事と理解されてお

り、英語としてEnd of Year Party、Forget 

the Year's Troubles Partyなどのほか単純に

Bounenkaiなどが充てられているように、日本

固有の文化として考えられる場合が多いとの

ことです。 

 この忘年会なるものが何時頃から始まった

かについては、「としわすれ」という言葉を

用いた最古の例として、室町時代の『看聞日

記』の中に、1430年（永享2年）12月21日の記

録として出ており、年末に催された連歌会が

大変に盛り上がり、その様子がまるで「とし

わすれ」のようだと述べたもので、この頃に

は既に民衆行事として「としわすれ」と呼ば

れる、酒を飲んで乱舞する行事が存在してい

たとのことです。 

 まあ、そんなこんなで一年の締めくくり、

マラソンではないですが、本年度の折り返

し、次年度のウォーミングアップ開始に備え

て今日は心行くまで飲みましょう。 

 

人吉ＲＡＣ 本岩会長挨拶 
 
乾杯 伊久美寛志パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 愛甲康会員より、息子の結婚、娘の結納、そ

して初孫誕生を記念して、Ｒ財団、米山記念

奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委員会へご寄付が

ありました。 
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 忘年会恒例               

新会員の安方会員・新堀

会員、平田会員、和田会

員、人 吉 Ｒ Ａ Ｃ の 皆 さ

ん、馬場会員のカラオケ

で盛り上がりました。 

さすがです！上手い～ 

さあ！ 歌おう！踊ろう！ 

  閉会挨拶  

   本田 節会長エレクト 

手に手つないで 


