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   会長 本田 節 

 

  新年明けましておめでと

うございます。会員の皆様

においてはご家族お揃いで

素晴らしい新年を迎えられ

たとお慶び申し上げます。 

 今年の干支は酉年でござ

います。ちょうど60年前の

人吉ロータリクラブの設立

の年が同じく酉年であり、昭和32年（1957年）

の５月25日に21名の創立会員をもって県下２番

目のクラブとして発足されました。人間でいう

ならば還暦という60周年を迎えるに当たって、

諸先輩のご尽力のお陰で他クラブにはない歴史

と伝統を重ね、本日に至っていることに改めて

会長としての重責を感じるものであります。 

  会員の皆様から頂いた年賀状には６ヶ月を過

ぎ折り返しの地点で60周年をみんなで頑張ろう

という励ましのメッセージを頂き、会員の皆様

の友情に心から感謝申し上げます。 

 会長をお受けした２年前を思い起こします

と、浅学非才な私に務まるだろうかと不安で一

杯でした。しかし、今では会長をさせていただ

いて良かったなと思うようになりました。全て

が私の学びであり、より深くロータリーについ

て学ぼうという姿勢が以前より増したように思

います。ロータリーの目的にもあるように、知

り合いを広めることによって奉仕の機会が増大

したことや、職業を通して少しでも社会に奉仕

出来るよう努力を重ねることが出来たこと、そ

してロータリーの素晴らしさを少しでも認識で

きたことは、私の人間成長のためには良かった

のではないのかと自負をしております。これも

ひとえに私の女房役である葉山幹事やパスト会

長を始め会員の皆さま方のご指導ご協力のお陰

だと改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 また、昨年より熊本地震における支援プロ

ジェクトの中に当クラブより「命のキッチン
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カー」と称して、被災地の仮設住宅に炊き出し

の支援をするため申請しておりましたが、地区

の決定機関において確定いたしました。今年度

はキッチンカーを活用しながら、第2720地区の

ロータリーの皆様にも大いに活用していただ

き、今後も支援の輪を広げていただきたいと

思っております。ロータリーのマークを看板

に、走るキッチンカーはロータリーの奉仕の理

念を公共イメージとして理解していただき、よ

り被災者への支援が広がりますように活動して

参りたいと思います。一日も早い被災地の復

旧・復興へ向けて会員の皆様にもご協力宜しく

お願いいたします。 

 国際情況においても昨年はイギリスのEU離脱

を始め、アメリカの大統領としてトランプ氏勝

利、未だにテロ組織による襲撃が各地で行われ

ており多くの死傷者が出ており、今年は国際的

にも平穏で平和な１年になることを願っており

ます。 

 本年度は早々に２月20日から22日に台北稻江

（ﾀｵﾁｬﾝ）ロータリークラブ30周年の祝賀会に30

名を超える会員や奥様方にも参加していただく

ようになっており、また、３月には地区大会が

24日～26日まで開催され、５月20日には当クラ

ブの創立60周年記念事業が開催されるというこ

とで、大変盛りだくさんの行事が開催されます

ので、会員の皆様方を始め奥様方のご協力を宜

しくお願いいたします。 

 本日は例会後、新年会となっております。恒

例の金婚式・銀婚式をお迎えになられます、大

賀睦朗・洋子ご夫妻は50年の金婚式、竹長一

幸・由美ご夫妻は25年の銀婚式ということで、

誠におめでとうございます。後ほど、ご挨拶を

頂きますがこれからも益々仲睦まじく健康でお

過ごし頂くことを心より御祈念申し上げます。 

 最後に、今年の干支は酉年で商売繁盛に繋が

ると考えられているそうであります。酉（ト

リ）は「取り込む」に繋がるといわれ、運気も

お客様も取り込めるという事で、干支にあや

かって会員皆様方の商売繁盛と輝かしい１年に

なりますことをお祈り申し上げ会長の新年の挨

拶と致します。 

 

 
 
   

 

      幹事 葉山稔洋 
 
【理事会の承認事項】 

・2720地区大会欠席者負担

金は例年通り5,000円 

 /1人の負担 

・ロータリー財団100周年記念シンポジウム開 

 催に伴う公共イメージ向上協力金1人250円 

・第６グループガバナー補佐ローテーションの 

 件 

【連絡事項】 

・パスト会長から寄贈いただきました新演台の 

 寄贈者名のプレートを演台扉裏に付けまし 

 た。 

・戸髙会員.浅野会員倉庫の人吉RC歴代資料は 

 確認後必要物の整理及び処分しました。 

 （12月例会後） 

 

【名誉会員挨拶】 

 

  

  高嶋康二名誉会員 

   

    

  

 

  ≪寄付の申し出≫ 

 

  北昌二郎会員より亡父会葬お礼として、Ｒ

財団、米山記念奨学会、人吉ロータリークラ

ブ奨学基金へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人吉ＲＡＣ会長挨拶 

             会長 山崎祥功 

 あけましておめでとうござい

ます。昨年中はお世話になり、

ありがとうございました。今年

もよろしくお願いいたします。 

 さて、皆様にとって昨年は、

どのような年だったでしょう

か。まずマイナンバー制度に始まり、民主党

が民進党へ、熊本地震の発生、イギリスのEU

離脱やアメリカの大統領選と、2016年は変化

が大きな年ではなかったかと思います。 

 新年のご挨拶ということで、僭越ながら話

をさせていただきます。 

 国際ロータリー第2720地区ローターアクト

において、現在、一番会員数が多い人吉ロー

ターアクトではありますが、メイキャップや

交流会、研修会などに参加させていただく際

にロータリーの方々に毎回聞かれる事があり

ます。それは「どうしてそんなにも会員が増
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えているのか？」ということです。 

 かつては会員数１名だった時期もあるもの

の、今までローターアクトに力を注がれてきた

先輩方と、何よりも人吉ロータリークラブの

方々に多大なるご協力をいただいているおかげ

です、と答えます。その言葉を聞かれたロータ

リーの方から「私たちもローターアクトの例会

に参加して、どんな活動しているのかを見て、

雰囲気を肌で感じることからロータリー会員に

呼びかけてみよう」と言っていただきました。 

 私は、本田会長がおっしゃっていた、「人吉

ローターアクトクラブを全国ナンバー１のロー

ターアクトにしたい」という言葉の意味が少し

わかったような気がしました。 

 私たち人吉ローターアクトクラブは本当に恵

まれていると思います。 

 人吉ローターアクトクラブは通常、第２・第

４木曜日の19時半～20時半に例会を行っており

ます。ぜひメイキャップをお願いいたします。 

 今後とも人吉ローターアクトクラブをよろし

くお願いいたします。 

 

人吉ＲＡＣ幹事報告   

   幹事 久保山慧美  

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】  副委員長 宮原和広 

  

 ２月稻江ＲＣ30周年式典へ

参加の方は最終締切の１０日

までにお願いいたします。 

 

 

 

【親睦委員会】      委員 山田仁法 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 竹長一幸 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・高嶋康二名誉会員           

・馬場貞至名誉会員                   

・大賀会員 長い間のお休みご迷惑をおかけし 

 ました。また、金婚式のお祝いありがとうご 

 ざいました。             

・竹長会員 銀婚式のお祝いをいただきありが 

 とうございます。           

・鳥井会員 結婚お祝いありがとうございま 

 す。正式に金婚です。すっかり忘れていまし 

 た。                 

・堤脩会員 誕生祝をいただきました。有り難 

 うございました。           

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・友永会員 誕生日のお祝いありがとうござい 

 ました。               

・葉山幹事 高嶋パスト会長、馬場名誉会員、 

 参加頂きありがとうございます。    

・本田会長 本年金婚式をお迎えになられます 

 大賀ご夫妻、銀婚式の竹長ご夫妻、心よりお 

 祝い申し上げます。名誉会員の高嶋会員のご 

 出席を心より歓迎致します。      

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山幹事 竹長会員の銀婚式、大賀会員の金  

 婚式お目出とうございます。      

・有馬会員 お陰様で人吉ＲＣと同じく還暦を 

 迎えることが出来ました。お祝いいただきあ 

 りがとうございます。         

 

〈人吉ＲＣ奨学基金〉 

・大賀会員 ニコニコカードと同文    

 

 

 

 

     点 鐘  本田 節 会長 

   

  

 

１月の誕生祝い １月の誕生祝い  

堤  脩 １０日 延岡 研一 ２０日 

友永 和宏 ２２日 有馬 宏昭   ２６日 

村山 能史 ３１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        １月の結婚記念祝い  １月の結婚記念祝い   

有馬 宏昭 １３日 鳥井 正徳 １６日 

高山 征治 １７日 青木 一幸 ２３日 

小林 祐介 ２９日   
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       進行；親睦委員会 山田仁法委員 

□会長挨拶   

 改めましておめでとうございます。 

 日頃から私たち会員を支えて頂いております

奥様方をお迎えしての新年の集いということで

たいへん嬉しく思っております。 

 人吉ロータリークラブはちょうど６０年前に

スタートを致しました。時代は安部内閣の祖父

岸信介内閣がスタートした年であります。流行

したものといえば、ジーパンスタイル、コカ

コーラ飲料、それからミゼットという軽三輪車

がヒットした時代でありました。 

 あっという間の６０年、100周年に向けての

一歩を迎えるこということでございます。今年

5月20日には60周年の式典を開催致しますので

特に奥様方にはそれぞれのご協力を頂かなけれ

ばなりません。私は今年、地域に奉仕しようと

いうことでスローガンを掲げさせていただいて

おりますが、60周年の企画として将来を担う地

元の若い中学生と高校生の吹奏楽部の皆様に盛

り上げていただき、ロータリーの公共イメージ

をアップさせようというのが実行委員会の大き

な柱となっております。 

 私、まだまだ未熟でございますが、皆様の絶

大なるご指導ご支援のもとで約半年が過ぎるこ

とができました。あと折り返しでございます。

あと６ヶ月精一杯務めてまいりますので、どう

ぞ皆様方のご協力を心からお願いし、素晴らし

い一年になりますことをお祈り申しあげます。

一年宜しくお願い申し上げます。 

 

□馬場貞至名誉会員 

 独唱「待ちぼうけ」 

 

 

 

□金銀婚祝  お祝い品、花束贈呈 

金婚 

 大賀睦朗・洋子ご夫妻     

  1967年4月7日挙式   

 片岡啓一・愉美子ご夫妻 

   1967年11月1日挙式 

銀婚 

竹長一幸・由美ご夫妻 

    1992年11月23日挙式 

 

 

 

 

□乾杯 伊久美パスト会長 

□新春オークション 

閉 会  

 井手富浩会長エレクト 

 オークション売上109,300円  

 ご協力有難うございました。 

□手に手つないで 

 新年会 


