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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 11名 

           人吉ロータリークラブ 会員夫人 

   

 

 

 

 

    会長 延岡研一 
 
  
 

  明けましておめでとうご

ざいます。2015年平成28年

申年の幕開けです。 

  会員の皆様もそれぞれの

思いで新年を迎えられたこ

とと思いますが、こうして

平穏な新年を迎えられる事

に感謝しないではいられな

い出来事が海外で起こっています。 

 まだ松の内の間に今年の重大ニュースのトッ

プに並ぶような事案が起こっています。 

 ２日にはサウジアラビアでシーア派指導者ら   

４７人が処刑され、それに反発したイランでの

大規模抗議デモ、そしてサウジとイランの国交

大規模抗議デモ、そしてサウジとイランの国交

断絶に大使館近くへの空爆と中東の雲行きが一

気に怪しくなってきました。 

 インドでも２日以降、軍施設がイスラムのテ

ロ組織の襲撃を受け、多数の死傷者が出まし

た。これは端的に言うとインドとパキスタンが

仲良くしようという事への妨害です。 

そして、中国の南シナ海の埋め立て飛行場への

航空機着陸に続いて、６日の北朝鮮による水爆

実験と今度は東南アジア、極東で大事になって

きました。 

 昨年来のクリミア問題、ＩＳやシリア難民問

題や南シナ海の対立に加えてのことで、アメリ

カは勿論の事、ロシアや中国も広範な地域に亘

るという点から見ても非常に困難な対応を迫ら

れているのではないでしょうか。 

 そんな中で日本は対岸の火事と高を括ってい

ていいのでしょうか。 

 通常国会が異例の速さで４日に召集されまし

た。ＴＰＰや軽減税率などの諸問題も大切です

が、海外情勢がここまで複雑流動化し、戦争や

紛争が特定のある地域で起こっているのではな

く、一つの火種からモグラたたきの様相で世界

各地で炎が噴き出すような、若しくは、違う火

種と思っていたものが実は地下で繋がっていた

りといったことが現実に起こっている中で、日

本もいつ渦中に入るかわかりません。また、渦

中に入らないためにも自衛隊は海外に出るべき

ではないという意見もありますが、そんなこと

では今の国際社会の中で逆に孤立するのではな

いでしょうか。 

 私が元自衛官としていえることは、自衛官こ

そ戦争・紛争を恐れています。そして、ここ２

０年ほどの特に最近の国際情勢の緊迫化を身を

もって感じている自衛官は、我が国は基より世

界の平和を維持するためにやるべきことはやる

という確たる信念を堅持していると思います。 

  昨年成立した安保関連法案には自衛隊が活動

通算２８７５回 第２５例会 

 ２０１６年 １月 ８日 

   毎週金曜日 
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するには不備な点が多くあり、まだまだ法整備

が必要です。その点を十分に議論して頂き、一

朝事が起こった時に自衛隊が国民の信頼の下に

任務にまい進できる体制を一日も早く整えても

らいたいと思います。 

 日本の周りに混沌とした世界があるのではな

く、混沌とした世界の中に日本があるのです。

ロータリー特別月間が本年度から大きく変わり

ました。２月は「世界理解月間」が「平和と紛

争予防／紛争解決月間」に変わっているという

事が今の世界情勢なのではないでしょうか。 

 無粋な新年の挨拶となりましたが、この後は

奥様方を交えての新年会です。親睦委員会の皆

さん、よろしくお願いします。 

 

 

 

  

              

    幹事 水野虎彦 

 

 

【理事会の承認事項】 

第1号議案 H27.3.12九州電力「九電の森」植樹 

      事業(環境保全委員会)への協力及び 

           メークアップ扱い 

第2号議案 第17回日本早期認知症学会（小林清 

          市会員）H28.9.17～9.18の名義貸し 

           後援 

第3号議案 人吉RAC創立40周年記念式典H28.2.       

      27(土）への全員登録 

第4号議案 H27.3.26地区大会欠席者負担金の件 

           5,000円/1名 

第5号議案 地区大会出席夫人への補助金の件、 

      2,000円/1名を補助 

 

【連絡事項】 

・次年度会長エレクトセミナー（PETS）開催案 

 内→本田会長エレクトへ。 

・１月ロータリーレートは先月同様120円 

・１月号のガバナー月信が地区ホームページへ 

 掲載されました。ご確認下さい。  

 

【回覧物】 

 人吉医療センターより広報誌「翔」 

 八代ＲＣ会報 

 

【例会変更取り止め】なし 

 

 

 

 

 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】  

          ゴルフ愛好会 北 昌二郎 

   

   １月新春初打ちゴルフの案内 

   １月１１日（月）成人の日 

   チェリーゴルフ人吉コース 

   スタート10時06分（9時半集合） 

   

            

           委員長 原田知一郎 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 永尾禎規 

・堤正博会員 本年１月より次女の堤純子に社 

 長を譲り、会長になりました。ロータリーの 

 方はこれまで通り出てまいります。本年もよ 

 ろしくお願いいたします。      

・鳥井会員 昨年金婚記念のお祝いをいただき 

 ましたので、もう終わりかなと思っていまし 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  78.33％ 

欠 席 者 数 13名  1 2 / 2 5出席率  76.66% 

出 席 者 数 47名 補 填 数  0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   76.66% 

＊届け出欠席 有馬・堀川・川越・内藤・中村・大野・岡 

       田上・高山・竹長・外山・塚本・安方 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

       

               １月の誕生祝い 

 堤  脩 会員   １０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月の結婚祝い  

 有馬 宏昭会員   １３日   鳥井 正徳会員 １６日 

 高山 征治会員   １７日  青木 一幸会員 ２３日 

 小林 祐介会員 ２９日  
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 たが、またいただきました。まだ続くようが 

 んばります。             

・伊久美会員 繊月酒造社長に堤純子さんが就 

 任いたしました。おめでとうございます。 

                    

・延岡会長 誕生祝ありがとうございます。あ 

 と半年、よろしくお願いします。    

・水野幹事 多くの方々に差出人不明の賀状を 

 出してしまいました。申し訳ありませんでし 

 た。                 

・他58名新年会全員スマイル         

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長  同上           

・水野幹事  同上             

 

【米山記念奨学委員会】 

・水野幹事  同上           

・伊久美会員 同上           

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・延岡会長  同上           

・水野幹事  同上           

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      新年会 

 
 
     進行；親睦委員会 原田知一郎委員長 

 

人吉ＲＣ 延岡研一会長挨拶  
 
 明けましておめでとうございます。 

 例会の会長の時間でも話しましたが、新年

早々、国外では相当不穏な動きがあってお

り、予断を許さない一年の幕開け明けとなり

ました。 

 とは言え、ここ人吉はじめ国内は何事もな

く、これまでにない温かなお正月ということ

で、皆様は穏やかな新年を迎えられたことと

お慶び申し上げます。本年もどうぞよろしく

お願い致します。 

 私、今日はこのように紋付き袴で新年会に

気合を入れて挑んでおります。 

 今年も人吉ロータリークラブ、会員ご家

族、アクトメンバーご家族にとってより良き

年になりますようよろしくお願い致します。 

 本日の新年会には会員をはじめ、ご婦人に

ローターアクトの皆さん７８名のご参加を頂

いての開催です。恒例のオークションもござ

いますので大いに楽しんで頂きたいと思いま

す。  

 親睦委員会の皆さん、お世話になります。 

 よろしくお願いします。 

 

祝 舞  『 千代の寿 』…… 花柳 千姫  

 (伊久美欣子様） 
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銀婚祝  お祝い品、花束贈呈 
 
   有馬宏昭・チエご夫妻（ご欠席） 

   1991.1.13挙式 

 

  戸高克彦・律子ご夫妻 1991.4.21挙式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人吉ＲＡＣ 本岩佑梨会長挨拶 
 

 皆様明けましておめでと

うございます。 

 私の経営する整骨院が今

年で４年目を迎えました。  

患者様お一人ひとりと真剣

に向き合っていくことで多

くのことを学ぶことが出来

ました。そしてそれをアクトの活動で生かすこ

とが出来て嬉しく思っています。 

 来月27日28日はアクト40周年記念式典です。

ロータリーの皆様には全員登録をいただきあり

がとうございます。式典まで会員一同頑張って

いきます。 

 今年一年、仕事もアクトも両立して頑張りま

す。宜しくお願いいたします。 
 
 

乾杯 伊久美寛志パスト会長 

 

 

 

新春オークション  

 

 

 

 

手に手つないで 

 

閉会挨拶 本田節エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売上133,000円 

夫人の皆様ご協力有難う

ございました。 


