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        賀  寿  会賀  寿  会  
     

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 
 
 

 

      会長 延岡研一 
 

 5月28日～30日の韓国訪問、無事に帰ってまい

りました。 

 28日、会員ご夫人も含めて21名（渡辺会員別

行動）で参加した韓国慶山ロータリークラブと

の第14次姉妹締結調印式は、30分程度遅れての

開催で長時間会場の外で待たされましたが、終

始、和やかな雰囲気で執り行われました。 

大邱での開催でしたので先方も不慣れなところ

があったのかと思いますが、詳細は有村国際奉

仕委員長からの報告に委ねたいと思います。 

 29日の国際大会は私と有村国際奉仕委員長の

二人が参加、開会式が午前10時15分からという

ことで、他の参加者とは別行動で早朝4時30分

に起床、5時48分東大邱駅発のＫＴＸでソウル

へと向かいました。二日続けての4時台の起床

でしたが、車中で少し眠れたのでそんなに疲れ

は感じませんでした。 

 世界大会は、ソウル中心部から20キロ程離れ

た“ＫＩＮＴＥＸ”という東京晴海のビッグサ

イトみたいな所で、何せ広くて大きかったで

す。 

 開会式会場は、多分25,000人は入っていたと

思います。 

 バスを降りて、受付から大会グッズを受領し

て開会式会場へと歩きに歩かされて、有村さん

曰く、ゴルフ1ラウンド分は歩かされました。 

 開会式の途中で会場を離れ、後発のみんなと

昼食会場で合流してあとは一緒に行動できまし

た。 

 みんなの移動中に開会式に出たようなもので

観光もみんなと一緒に回れたので結果的には

ラッキーでした。 

 実は、家に6万ウォン位あったので持って

行って、コンビニでの買い物をそれで支払いを

したのですが、1000ウォン札を出すなりウァー

ウァー言われてしまい、「何のこっちゃ」と

思ってたら、17年位前のＪＣ時代に訪韓した時

のお札で今では使われてないので文句を言われ

たのでした。ガイドさんにそのことを話した

ら、「北朝鮮の人かと思われたかもよ」と言わ

れて大爆笑でした。また、最後の最後、仁川空

港に着いて“いざさらば”という段になって、

慶山ＲＣから頂いた会員へのお土産をホテルに

置き忘れていたことに気が付きまして、今、お

土産は船便でのんびりと移動中ですので、お手

元にお届けするのは本田年度になってからにな
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るかもしれませんのでご了承ください。 

 まあ、いろんなエピソードがありましたが、

これも旅の土産でしょう。 

 今日は、9名の方々の年祝いです。みんなでお

祝いしましょう。 

 

   幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・ガバナー月信６月号、地区ホームページに掲 

 載。 

・ガバナー事務所の名称変更 

 ガバナーが開設する単年度の事務所もガバ 

 ナー事務所と名称、同じ地区に同一事務所名 

 が２つ存在すると情報伝達の混乱を招く恐 

 れ。したがって今後、熊本市に固定化する事 

 務所を「地区事務所」、ガバナーが開設する 

 事務所を「ガバナー事務所」と命名。 

 地区事務所の役割：地区運営の総務・ガバ 

 ナーやガバナーエレクト、地区役員、クラブ 

 を必要に応じてサポート。 

 ガバナー事務所の役割：ガバナーのサポー 

 ト・ガバナーの命により活動。 
【回覧物】 

 人吉医療センター 広報誌「翔」 

【例会変更・取止め】 

・熊本城東RC6/27→クラブ定款に基づき取止め 

・熊本東南RC6/29→クラブ定款に基づき取止め 

 

   委員長 漆野智康 

【親睦委員会】            委員長 原田知一郎 

【国際奉仕委員会】     委員長 有村隆徳 

   平成28年5月28日～5月30日訪韓報告 

      会員18名 会員夫人3名   

5/28 第14次慶山ＲＣ姉妹締結調印式  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  81.03％ 

欠 席 者 数 12名  5 / 2 0 出 席 率 75.86％ 

出 席 者 数 46名 補 填 数 4名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率  82.76％ 

＊届け出欠席  青木・小林祐・丸尾・村山・中村・大野 

        田上・竹長・戸髙・外山・塚本・渡辺        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；人吉ＲＡＣ例会；伊久美 

        慶山ＲＣ調印式；有村・山田・青木         

               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  

 戸髙克彦会員   ２９日  

 ６月の結婚祝い  

 田上明仁会員    3日   大野啓介会員    7日 

 延岡研一会員 ２１日   

5/28 出発 福岡空港 到着空港 歓迎慶山ＲＣ 

調印式会場(大邱ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ） 

慶山ＲＣ 全 成睦会長 

第14次姉妹クラブ締結調印 

 人吉ＲＣ会員紹介 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=O6TFDM5V3ih94jHnPBcdPQkA8UPLb_oZlJ94JANVHoGty.Tf9kiQ.5eDl3N6ZmVq5MvuW_dxsN6pJ_VZn6nIq7fxsHtsqAn.qZvrHHhdx2itKHRt1GJbX9Gyu_r4LSVOWqP5KpY72_M27sulFqvBdEWCAaSbshoCyRoNhfRuuoD2e9YekafoxkGm7AueqBpKFqdjUf0yyMVIVsFHywwVSqthzdEGCu1tX
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5/29 ソウル国際大会報告  

   延岡会長・有村国際奉仕委員長 参加 

 

【寄付カード】     ﾆｺﾆｺ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉  

・延岡会長 〇第１４次姉妹締結無事終了しま 

 した。〇賀寿を迎えられた９名の方々、おめ 

 でとうございます。〇厄入りの堀川社長、気 

 を付けて過ごしていきましょう。     

・本田会員 本日賀寿会をお迎えになられます 

 会員の皆様、誠におめでとうございます。健 

 康に留意され、今後共ご指導の程よろしくお 

 願い致します。            

・葉山会員  誕生祝を頂きありがとうございま 

 した。また9名の寿祝の皆様お目出とうござい 

 ます。                                

・水野幹事 お土産の件、申し訳ありませんで 

 した。着くのは次年度になるかもしれませ 

 ん。この件も葉山次期幹事に引き継ぎます。 

                                       

・有村会員 慶山RC姉妹締結無事終わりまし 

 た。                                  

〈米山記念奨学委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文              

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文              

 

        点 鐘 延岡研一会長 

 

 
    

     進行：原田知一郎親睦委員長 

 

◇賀寿祝い会員入場 

◇御祝の言葉、記念品贈呈  

◇賀寿会員挨拶 

      傘寿 山口令二会員  

 本日は朝９時より青井阿蘇神社

で会長、幹事、親睦委員長のご案

内で賀寿の祝い９名でお祓いを受

けてきました。傘寿の祝いを沢山

の方の祝福を受けること何よりも

ありがたく思っております。いつ

の間にか80歳になった感じです。これから先、

何年ぼけずに生きていけるかわかりませんが、

どうか今までと変わらぬお付き合いをお願いい

たします。 

 賀 寿 会賀 寿 会 

 両クラブ会長 記念品交換 

 両国際奉仕委員長記念品交

 伊久美欣子夫人祝舞    両会長エレクト  

     延岡会長挨拶 
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            傘寿 中島博之会員 

 今朝は早くから会長、幹事、親

睦委員長に同席いただき、青井阿

蘇神社にてお祓いを受けてきまし

た。本当に有難うございました。

傘寿・・・自分でもよくここまで

来たなと思います。親父は５９歳

まででしたから上出来ですよね。

でも母親は９３歳：祖父母も９０歳超えでした

ので、こちらの系統だったのですね。だから後

１ランク先の米寿を目指して生きたいと 思っ

ています。よろしくお願いいたします。 
 
           傘寿 大久保勝人会員 

 本日は賀寿の会を催していただ

き誠にありがとうございます。私

自身気分的には傘寿の意識はあり

ませんが、やはり年齢はまったな

しの80歳になってきます。統計で

日本は世界一の長寿国だそうで

す。平均年齢は男性が80.5歳、女性が86.83歳と

のこと。平均年齢は突破したいものだと思って

います。長寿の要件は、①生涯現役②食事は野

菜を多く摂る③適当な運動をする、この３要件

が付け加えられていました。理解できるような

気がします。この上は健康寿命を考え、慈愛に

心がけ、微力ながら「人のため、世のため」に

頑張らねばと思います。今後とも宜しくお願い

致します。  

            傘寿 板井英朗会員 

 今日は傘寿のお祝いを皆様にし

ていただき誠にありがとうござい

ます。私の言わんとする事はお祝

いの皆さんが今話されたことと同

じでございます。どうかこれから

も宜しくお願い申し上げます。 
 

            喜寿 岡啓嗣郎会員 

 還暦のお祝いをして頂きありが

とうございました。会員の年齢層

の巾が広い集りのロータリーの一

員であると言うことは他の年令の

方々の考え方や行動様式を知る事

が出来るので大変為になる事であ

ると思っています。ロータリーが

その目的に向かって邁進し、益々発展するよう

に一会員として微力ながら努力したいと思って

います。今後共おつきあい、そしてご指導宜し

くお願い致します。 
 
      本日欠席 古稀 外山博之会員   
           
           還暦 齊藤日早子会員 

 この度は、還暦のお祝いをして頂きありがと

うございました。青井神社でお参り、鮎里での

賀壽会をして頂き、気持ちは20歳のままです

が、60歳の実感が湧いてきまし

た。３度目の成人式を行える事

を感謝しています。これからも

心身共に元気で人生を、楽しめ

ますように健康に気をつけたい

と思います。今後とも宜しくお

願い致します。 

     

     還暦 井手富浩会員 

 本日は、還暦の祝を盛大に催し

て頂き、誠にありがとうございま

す。午前9：00より、国宝青井阿

蘇神社の神殿にて、「人吉市北泉

田町236番地の9に住わる井手富

浩、昭和31年9月24日 うつし世

に生まれいでて、あらたまの年月重ね、還暦を

迎えり」との祝詞（のりと）を奉上頂き、おご

そかで、新たなる清新な心持ちとなりました。

私は、十干十二支 丙（ひのえ）申（さる）の年

生まれ、10と12の最小公倍数で60年で一巡り、

これは60日ごとの日々にもありまして、直近が

5／14（土）、次が7／13（水）が丙申の日とな

ります。多くの皆様との縁（えにし）を賜り、

年の巡り、日々の巡りを感じさせて頂く日とな

りました。今後共、精進してまいりますので、

皆様方の御指導、御鞭撻宜しく御願い申し上

げ、御礼の挨拶とさせて頂きます。ありがとう

ございました。 

           厄入り 堀川匠太会員 

 この度私の厄入りに際し、皆

様からのお祝いの言葉など大変

感謝いたします。私は29歳で人

吉に帰り家業を継ぐことになり

ました。それから早11年が経つ

わけですが、その間若気の至り

で、失敗や皆様に対し、失礼なことなど多々

あったかと思いますが、自分なりに歯を食いし

ばり頑張って参りました。しかし今日このよう

に素晴らしい皆様（大先輩方）に囲まれてお祝

いして頂ける事を考えますと、この11年間いろ

いろありましたが頑張ってきて良かったと振り

返ることが出来ました。これからも、初心を忘

れず生きていきたいと思いますので、今後とも

宜しくお願い致します。 
 
◇乾杯 伊久美寛志パスト会長 

 

 

 

 

 

 

◇手に手つないで 

◇閉会  本田節会長エレクト 


