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      延岡年度  最終例会  
     

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至会員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行 戸髙克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介   延岡研一会長 
 

    国際ロータリー第2660地区 高槻東ＲＣ 

       会長ノミニ―  上場 俊哉 会員 

       幹事ノミニ―  猪俣 由宇 会員 

 

 

      会長 延岡研一 
 

 いよいよ最後の例会となりました。 

 先ほど紹介しましたが、本日は国際ロータリー

2660地区の高槻東RCの上場様と猪俣様がお出でに

なっております。お二方は、昨日早朝から熊本に

入っておられ、熊本城東RCの本田パストガバナーに

お会いになり意見交換された後、高槻東RCから菊池

RCに搬送、保管していた支援物資を熊本りんどうRC

に寄贈に行かれて、その後、益城地区の被災地を視

察され、そして菊池RCの夜の最終例会にメーキャッ

プされて、多分夜遅くまでお酒を酌み交わされたこ

とと思いますが、また、上場様は30年前のサラリー

マン時代に福岡から多良木に毎月集金に通われてい

て人吉に泊まられていたそうです。今日は宿泊はさ

れないのですが、これを御縁に今度ゆっくりとお泊

りでおいで頂ければと思います。 

 例会でもご挨拶頂きますが、例会終了後に被災地

の復興支援の方向性などについて、財団補助金活用

の先進地区であり先進クラブという立場からアドバ

イスを頂く時間を取らせて頂きました。どうぞよろ

しくお願いします。 

 本日は残念なお知らせがございます。 

 馬場会員が本年度末をもって退会されることにな

りました。８年間という短い期間ではございました

が、出前音楽会などでの活躍に感謝します。例会で

の馬場さんの声が聞こえなくなると思うと寂しいで

す。今後も青少年奉仕、社会奉仕、地域発展等のク

ラブの活動でお世話になる機会があると思いますの

で、その時は是非ご協力ください。そして、復帰に

日を待ってます。 

 そして最後にひと仕事、ＲＡＣ会長、本岩佑梨さ

んの結婚式が明後日ここ「あゆの里」であり、来賓

祝辞が最後の仕事になります。 

 一年間本当にありがとうございました。 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】 

 馬場貞至会員6/30付け退会を承認 

【連絡事項】 

・熊本県青少年育成県民会議・熊本県環境生活部 

 県民生活局「第38回青年の主張熊本県大会」の 

 案内 →次年度青少年奉仕漆野委員長へ 

・今週のニコニコ・Ｒ財団・米山記念奨学・人吉 

 ＲＣ奨学カードは現金で納めて下さい。本年度 

 会費請求書は来週初めに納入下さい。 

・次週は新旧役員交代会（夜の例会）例会前18時 

 より本田年度第1回定例理事会開催。 

【１年を振り返って】    幹事 水野虎彦 

 幹事就任前、伊久美パスト会長に「手続要覧を

読みなさい」と言われましたので、暇な時間に読

んでみましたが、眠くなって舟をこいでおりまし

た。手続要覧を読むことに始まり、就任してから

もパスト会長数人から色んな問題定義を頂き、事

務局の緒方さんに調べて頂いたり、大変勉強に

通算２８９７回 第４７例会 

 ２０１６年  ６月２４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、寄付の申し出、出席率報告 Ｐ２ 

 会務報告、来訪者挨拶、Ｒの友紹介 Ｐ２～３ 

 一年を振り返って P３ 

 ﾆｺﾆｺR財米山人吉奨学寄付カード Ｐ４ 
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なった１年でした。失態と言えることが今、３～４

つ思い浮かびます。具体的に話せば語るに落ちます

ので控えます。その失態の裏には何十というヒヤリ

ハットがありました。それを色んな方々に助けて頂

きました。本当にお世話になりました。 

 ともかく何とか１年を乗り切ることが出来まし

た。有難うございました。延岡会長の女房役として

務めさせて頂きましたが、主が延岡会長で本当に幸

せでした。来月からは片岡ガバナー補佐に嫁がせて

頂きます。どうか宜しくお願い致します。言葉足ら

ずで意を尽くせませんが、皆様にお礼を申し上げ幹

事の挨拶に代えさせて頂きます。 

 

  ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 延岡研一会長より会長終了記念として、水野虎彦

幹事より幹事終了記念として、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。 

 
   
    委員長 漆野智康 

 

 

【ローターアクト委員長】    委員長 平田フク 

 人吉ローターアクトクラブ６月第２例会    

  日  時；６月３０日（木）19：30～ 

  場 所；ひまわり亭 

  内  容；最終例会 担当：尾方会長 

  例会終了後、慰労送別会(会費4000円） 

   多くの参加をお願いいたします。 

 

 【地区研修委員会】      副委員長 中川貴夫 

 現在、地区で多くの研修会が行われており、開催

時間や経費等などについて各クラブから質問がある

ようです。先日は芦北ＲＣへ行って話をして参りま

した。ガバナー補佐研修のことも含め10月には多良

木ＲＣで卓話が予定されております。その時はまた

ご報告させて頂きます。 

【来訪者挨拶】     

 第2660地区高槻東ＲＣ 

    上場俊哉会員 

    猪俣由宇会員 

 

               

 熊本復興支援のため熊本を回っております。   

昨日は本田Ｐガバナー、熊本りんどうＲＣ、菊池

ＲＣとお会いしてアドバイスを頂きました。   

 私ども高槻東ＲＣは過去５年間補助金を利用し

た国際奉仕事業をやっており、５年前カンボジア

８千人の子供に日本脳炎ワクチン接種、４年前ア

ンコールワットのあるシェムリアップ州の州立病

院に３台の人工透析機を寄贈。翌年は参加10クラ

ブで1500万円プロジェクトＩＣＵ医療機器を寄

贈。昨年は台湾の姉妹クラブからの支援依頼で台

湾全地区協力、プロジェクト総額5000万円の肝臓

病撲滅キャンペーンに参加させて頂きました。   

 次年度60周年の人吉ＲＣさんにぜひ協力頂き熊

本復興支援ＧＧを組みましてご支援ご協力をお願

いしたいと思います。 

 

【雑誌委員会】       
  
     ロータリーの友６月号紹介 

             紹介者 原田知一郎会員 

 表紙から、横組みの表紙は静岡市立日本平動物

園でペンギン館の一風景です。日本で飼育されて

るペンギンは12種2500羽で世界中での飼育されて

るペンギンの４分の１を占めるそうです。おっと

びっくりですね！ 縦組みの表紙は福山市の田植

えに体験の幼稚園児と親子だそうです。うちの子

も幼稚園児に、鬼木で体験しましたが一言も覚え

てるといいません。もう少し大きくなってからの

方が、農家さんの苦労などが理解できお米１粒の

大事さなどがわかっていいのではと思いました。 

 横組みＰ3、ＲＩ会長メッセージ、奉仕の姿と題

し、12か月の貴重な経験は写真で言葉では語りつ

くせないものでした、と感想をかかれてます。世

界をより豊かにし、絶望を希望に変え、恵まれな

い人々に上昇への道を示すロータリーは、とあり

ます。すごい団体に属してることをかんじまし

た。プレゼントになるよう頑張ります。 

 次にＰ7、名前が縁で… ん！と思い読んだとこ

ろ、川・港・花など共通の文字がつくロータリー

クラブの交流事例が書いてありました。桜がつく

ＲＣの相互の例会訪問から４クラブで友好クラブ

を締結され日本さくらクラブ会を発足されたそう

です。年ごとに持ち回りで大会を開き交流を深め

てられます。桜がきっかけでの交流、桜に対する

活動・地域性などでいろんな交流意見ができる有

意義なものなのだろうとおもいました。 

 人吉ロータリークラブも姉妹・友好クラブがあ

りますがこのような何か共通の姉妹締結も面白う

そうですね。たとえば鮎・焼酎・お茶の名産地交

流とか・団体は違いますが、私が所属してた青年

会議所にもお城があるところのＪＣ間の交流、全

国城下町青年会議所連絡協議会という組織があり

年１回持ち回りで年大会があり島原大会に参加し

たことがありましたがこれはこれで有意義なもの

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  91.37％ 

欠 席 者 数 5名  6 / 1 0 出 席 率 77.59％ 

出 席 者 数 53名 補 填 数 9名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  93.10％ 

＊届け出欠席  堀川・北・尾上・田上・竹長        

＊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；武末 

    第14次慶山･人吉ＲＣ調印式；和田・中川・大久保  

    次年度委員会；6/10堀川･原田･小林清、6/17渡辺･塚本       
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でした。なんも知らんくせにと言われるのでこの辺

にしときます。次に、Ｐ16ロータリーの明日とあり

ます。何事と思いました。３年に一度開催される規

定審議会が開催され、その審議内容がＰ16～19とＰ

29に書いてあります。Ｐ23に熊本震災へ素早く暖か

い支援を単独でされた福山北ＲＣの支援がありま

す。この機転に頭がさがります。 

 縦組みに行きます。山中教授のＩＰＳ細胞と山中

教授の経験、なぜ縦組みＴＯＰなのかよくわかる文

面がかいてあります。ＩＰＳと聞いただけで頭が爆

発しそうで爆発せずに読めました事を報告しておき

ます。すごい研究姿勢に頭がさがります。縦組みＰ

22の柳の欄に、熊本西南の古閑さまのくがあり、私

的にはいろんな意味が創造できるこの句が一番面白

かったです。 

 最後に横組みでＰ38～39でロータリーの状況が

かいてあるのも面白く時間があればゆっくりみてく

ださい。以上です。 

 

【１年を振り返って】   会長 延岡研一 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月３１日 野田三郎ガバナー公式訪問例会 

７月３日第一例会 

８月２１日  納涼家族会 

９月２５日   月見例会 

１１月１日   知的障がい者陸上競技大会              

  多良木町総合グランド 

１月８日 新 年 会   オ―クション 

２月２８日  

人吉RAC40周年記念式典 

３月１８日  

人吉ＲＣ夫人の集い 

４月１日 花見例会 

３月２７日   地区大会 ＆ 

   米山奨学生陳セイさん祝卒業 人吉ナイト熊本市 

５月２８日～３０日訪韓 

韓国慶山ＲＣ第１４次姉妹締結調印5/28 

ソウル国際大会参加5/29 

６月３日  賀寿会 

一年間、ご協力本当にありがとうございました。 
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【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〉  

・高槻東RC上場.猪俣会員  熊本復旧振興支援で協 

 力、応援させて頂きたく熊本を回っております。 

 今後共宜しくお願い致します。       

・馬場会員 8年間お世話になりありがとうございま 

 した。皆様に感謝いたします。         

・延岡会長 本当に本当にありがとうございました。 

 楽しく有意義な１年を過ごさせていただきました。 

 そして水野幹事ありがとう。          

・水野幹事 １年間ありがとうございました。延岡会 

 長の女房役で幸せでした。来月からは片岡ガバナー 

 補佐へ嫁ぎます。                  

・本田会員 高槻東ＲＣの上場様、猪俣様、ようこそ 

 お出で頂きました。ありがとうございます。今後共 

 宜しくお願い致します。延岡会長、水野幹事、一年 

 間大変お疲れ様でした。 七月よりがんばります。               

                      

・伊久美会員 延岡会長、水野幹事、一年間のそれぞ 

 れの任期御苦労様でした。             

・内藤会員 延岡会長、水野幹事一年間ご苦労様でし 

 た。                                

・山田会員 延岡会長、水野幹事１年間お疲れ様でし 

 た。楽しい一年間でした。ありがとうございまし 

 た。馬場会員、退会残念です。 

 いつの日か COMEBACK TO 人吉RC 待ってます。 

                                         

・井手会員 高槻東RC上場様、猪俣様、ようこそい 

 らっしゃいました。延岡会長、水野幹事、１年間大 

 変お疲れ様でした。ありがとうございました。馬場 

 さん残念ですが、今後共宜しく御願い致します。               

                       

・和田会員 延岡会長、水野幹事、1年間お疲れ様で 

 した。たくさんの事業を立派に実施され、たいへん 

 でしたでしょう。ありがとうございました。                     

・石蔵会員 延岡会長、水野幹事、並びに理事・役員 

 の皆様、1年間大変お疲れ様でした。           

・浦田会員 延岡会長、水野幹事一年間御苦労様でし 

  た。実りの多い一年間でした。              

・高山会員 延岡会長、水野幹事、その他の役員様、 

 お疲れ様でした。馬場ちゃんは残念です。      

・堤脩会員 ①延岡会長、水野幹事並びに理事役員、 

  地区出向の皆様、一年間御苦労様でした。②馬場会 

  員、再入会をお待ちしております。        

・小林清市会員 延岡会長、水野幹事お疲れさまでし 

 た。楽しい一年間でした。                  

・武末会員 延岡会長、水野幹事、お疲れさまでし 

  た。                                       

・原田会員 延岡会長、水野幹事、大変お世話になり 

  ました。お疲れ様でした。また、会員の皆様、親睦 

  委員会を盛り上げて頂き、有難うございました。                     

                                             

・堤正博会員 延岡会長、水野幹事、1年間ご苦労様 

  でした。楽しい1年間でした。               

・有村会員 延岡会長、水野幹事、素晴らしい1年間 

  でした。韓国訪問でも大変お世話になりました。馬 

  場さんの退会残念です。又機会がありましたら再入 

  会をお待ちしています。                    

・新堀会員 延岡会長、水野幹事、1年間お疲れ様で 

  した。                                    

・鳥井会員 延岡会長、水野幹事、御苦労様でし 

 た。人吉ロータリークラブの充実発展のため、全 

 力で取り組んで頂いた事に心から感謝申し上げま 

 す。今後共よろしくお願い致します。                  

・塚本会員 延岡会長、水野幹事、1年間ありがとう 

 ございました。目の治療のため長期離脱してしま 

 い、広報委員長として充分な仕事ができず、また 

 会員の皆様にもご心配とご迷惑をお掛けして申し 

 訳ありませんでした。           

・安達会員 延岡会長、水野幹事、1年間お疲れ様で 

 した。日曜日はアクトの本岩祐梨君の結婚式で、 

 昼の部は延岡会長、夜の部は私の祝辞が予定され 

 ています。最後の広報活動を宜しくお願い致しま 

 す。                           

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・宮原会員 延岡会長、水野幹事、一年間お疲れさ 

  までした。                            

・葉山会員 延岡会長、水野幹事1年どころか多年に  

 亘りお疲れ様でした。これからもご指導の程宜し 

 くお願いします。                   

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・山賀会員 延岡会長、水野幹事、一年間誠に御苦 

 労様でした。この一年間毎回楽しい例会を過ごす 

 ことが出来ました。ありがとうございました。                            

                      

・有馬会員 延岡会長、水野幹事、一年間お世話に 

 なりました。お疲れさまでした。      

・板井会員 延岡会長、水野幹事、一年間御苦労様 

 でした。素晴らしいコンビでした。     

・中川会員 延岡会長、水野幹事、一年間御苦労様 

 でした。来年度は創立６０周年ですので、又宜し 

 くお願いいたします。             

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 延岡会長、水野幹事、一年間御苦労様 

 でした。水野会員には次年度一年間もガバナー補 

 佐幹事としてまたお世話になります。よろしく！                        

                      

 

 

       点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

 

 ６月26日(日)人吉ＲＡＣ本岩会長結婚披露宴にて

延岡研一会長が祝辞を述べました 


