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 人吉ＲＣ創立６０周年 

   記念例会・慰労会 

 

点 鐘           本田 節 会長  

        

歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 水野ＳＡＡ副委員長 

 

 

 

 

 

司会･進行   石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    本田 節 会長 

 
                    人吉ＲＣ会員夫人の皆様 
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、 

Ｐ２～３  Ｒ情報委員会  クラブ創立記念日卓話  

Ｐ３～４  創立60周年記念感謝状・表彰状贈呈式 

              ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

         ～創立６０周年慰労会～  

        会長 本田 節 
 

 皆様こんばんは。５月20日の創立60周年記念

式典におきましては、中川実行委員長をはじ

め、パスト会長、ご夫人、ロータアクトの皆様

方、全ての会員の団結力により素晴らしい記念

式典を挙行することができ、心より感謝申し上

げます。 

  登録をいただいた620名のロータリアンやご

家族の皆様にも心より敬意を表し、感謝を申し

上げたいと思います。 

 ご参加いただいた皆様から、素晴らしい周年

行事であったとお褒めをいただき、一中、二

中、人吉高校の記念演奏も感動で涙が出たとお

声掛けをいただきました。私もまだ未熟な60代

会長として大変不安でしたけれども、皆様お一

人お一人のこれまでの経験と友情により終了す

ることができました。 

  先日も一中、二中、人吉高校へ鳥井パスト会

長と中川実行委員長と葉山幹事と４名でお礼と

活動支援金の授与に行って参りました。校長先

生をはじめお世話いただいた先生方も三校合同

の演奏会は初めてであり、また、ロータリーの

青少年育成に対してとても感謝をしていただき

ました。ご尽力いただきました鳥井パスト会長

には心より御礼申し上げたいと思います。 

  全員で歌った“ふるさと熊本の歌”と“花は

咲く”を合唱する時に多くの方々が感動で涙さ

れているのを見て、私も涙が止まりませんでし

た。一日も早い震災における復旧・復興を心か

ら祈念いたしました。 

  今回の60周年記念式典は、まさに人吉ロータ

リークラブの団結力をもって成功裡に終わるこ

とができました。 

  本日は慰労会と2007～2017年度の歴代会長

と、歴代幹事への感謝状を贈らせていただき、

また出席率に対する表彰式を行いたいと思いま

す。周年行事は10年を一区切りとして行われま

すが、諸先輩の偉業を改めて振り返り、人吉

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想｣ 
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ロータリークラブへの足跡を再確認しながら次

の10年に繋げるとても重要なものであるという

ことを改めて感じさせていただきました。 

  式典におきましても、各年度において素晴ら

しい奉仕活動に多くの学びをいただきました。

心より歴代会長・幹事の皆様に感謝申し上げま

す。また、出席率100％の表彰を受けられる堤

脩、浦田繁樹、武末憲一、伊久美寛志パスト会

長他11名はこの10年間出席率100％でありまし

た。大変素晴らしい事であると思いますし、ま

ず健康であることと家族の支えがあればこそだ

と思います。これからもどうぞ健康に留意され

ロータリー活動を導いていただければと思って

おります。 

  本日は多くのご夫人の皆様方にも御出席いた

だいております。周年行事においてこれだけ多

くのご夫人のご協力がある周年行事を私は他に

知りません。出し物の踊りの練習から友愛の広

場、ご来賓の接待、そして受付と本当に花を添

えていただき、その事も参加されたロータリア

ンから素晴らしいとお褒めをいただきました。

その事も重ねて心より感謝を申し上げ、本日は

表彰の祝宴と共に慰労会とさせていただきま

す。 

  
 

  

        幹事  葉山稔洋 
 

・ガバナー月信５月号が届きましたので一旦配 

  布し、回収させて頂きます。   

・台北稻江ＲＣレモン会長からお礼状が届きま 

  した 

・熊本南ＲＣ壽崎パストガバナーから祝金が届 

  きましたのでお知らせ致します。  

・６月のレートは110円です。  
  

 
 
    副委員長 川越公弘 

 

【Ｒ情報委員会】           委員長 浅野 強  

 

     人吉ロータリークラブ創立記念卓話  

    

  皆さんこんばんは、Ｒ情報委

員長の浅野です。本日は創立６

０周年を記念して卓話を依頼さ

れましたので５分ほど時間頂戴

します。 

２月のロータリー創立記念卓話

とWところがあると思います。 

 

  人吉ＲＣは１９５７年（昭和３２年）５月２

５日に２１名のチャターメンバーで設立されま

した。スポンサーｸﾗﾌﾞは熊本ＲＣで、人吉が熊

本県で２番目ということになります。 

  入会金７千５百円、年会費１．５万円だった

ようです。今なら40万円位でしょうか？ 

創立年度の第一回例会は、６月１日（土）に鍋

屋で行われました。初代会長は神戸政郎さんと

いう方で球磨川林業（株）会長をされていまし

た。創立年度と初年度、２年度の３代務められ

ました。創立年度は１ケ月ですので、実質２年

になります。ちなみに昭和３２年は、私が７歳

で小学校２年の時に出来たことになります。 

  あれから60年私の人生もいろいろありました

が、ロータリーもいろんな歴史があったようで

す。どんなことがあったのか、50年史から私が

興味を引いたところを紹介します。 

 

  ３年度― 人吉高校対象のロータリー奨学金

が５人の生徒に支給されています。今の人吉ロ

タリークラブの奨学金と同じものが始まってい

ました。理由は判りませんが、６年度に廃止に

なって、図書券の交付に変わっています。他に

も山本奨学金の名前で５名に支給されていま

す。 

  ５年度（1962年） ゴルフ大会もされていま

した。私が小学６年時にはゴルフをされてた。 

７年度（1964年） 入会金９千円、年会費２.５

万円に増額。大卒の初任給が１.７万円（30

万？） 

  １１年度 多良木ＲＣ創立スポンサークラブ

となり外部拡大を行う。 

  １９年度 人吉ローターアクトが認証を受け

る８名。 

  ２３年度 例会場早瀬旅館、その後いつから

あゆ里になったか？ ３４年度はあゆ里 

  ２４年度（1980年） 球磨焼酎が一升千円に

値上げ関係者スマイル。 

  ２８年度（1984年） 円レート245円この頃は

頻繁に変更があっていたようです。 

  ２９年度 伊久美パスト会長が会長就任。事

務局あゆ里420号室移転 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  55.0％ 

欠 席 者 数 27名  5 / 1 2 出 席 率 89.83％ 

出 席 者 数 32名 補 填 数 6名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  青木・北・村山・下田・漆野・後藤・小林清 

 内藤・新堀・渡辺・堀川・馬氷・中村・竹長・山田・伊久美 

 丸尾・大賀・戸髙・岩井・宮﨑・尾上・外山・岩下・村田 

 大久保・塚本                   

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田，齊藤（出席） 

＊メークアップ  

 創立60周年式典；友永・川越・村山・青木・外山・堀川          
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  ３２年度 人吉中央ＲＣ創立 スポンサークラ

ブとなり外部拡大を行う 

  ３３年度（平成元年） 年会費１７万円 

  ３４年度 30年記念碑ニュームーンが熊本景観

賞受賞 

 

  以上、半分紹介したところで時間オーバーで

終わります。50年から60年の10年間について

は、冊子が出来ます。 

 

 

【６０周年記念行事】 

              創立６０周年記念 

           感謝状及び表彰状贈呈式 

 

  感謝状 

        創立５０年～５９年歴代会長  

2007～2008年度第５０代会長  山口 正記 

2008～2009年度第５１代会長  小林 清市 

2009～2010年度第５２代会長  和田 栄司  

2010～2011年度第５３代会長  大久保 勝人 

2011～2012年度第５４代会長  中川 貴夫  

2012～2013年度第５５代会長  宮原 和広  

2013～2014年度第５６代会長  山賀 勝彦  

2014～2015年度第５７代会長  渡辺 洋文  

2015～2016年度第５８代会長  鳥井 正徳  

2016～2017年度第５９代会長  延岡 研一  

 

 

         創立５０年～５９年歴代幹事 

 

2007～2008年度第５０代幹事  大島 浩路  

2008～2009年度第５１代幹事  延岡 研一  

2009～2010年度第５２代幹事  安達 玄一  

2010～2011年度第５３代幹事  山賀 勝彦  

2011～2012年度第５４代幹事  渡辺 洋文  

2012～2013年度第５５代幹事  馴田 信治  

2013～2014年度第５６代幹事  浅野 強  

2014～2015年度第５７代幹事  井手 富浩  

2015～2016年度第５８代幹事  有馬 宏昭  

2016～2017年度第５９代幹事  水野 虎彦  

 

表彰状       

        入会以来 出席率１００％ 

1978年 11月10日入会 通算３７年 浦田 繁喜 

1995年  6月16日入会 通算２１年 中川 貴夫 

1999年  3月19日入会 通算１８年 葉山 稔洋 

2009年  8月21日入会 通算  ７年 鳥井 正徳 

 

 

       過去１０年間 出席率１００％  

    堤  脩     武末 憲一     伊久美 寛志   

    安達 玄一   中島 博之     宮原 和広  

    板井 英朗  

 

【寄付カード】 ニコニコ箱副委員長 高山征治 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・元会員 立山茂様 大盛会の６０周年おめで 

  とうございます。かつて在籍した者いとりま 

  しても名誉なことです。５０周年の時を思い 

  出して懐かしく新聞記事を読みました。益々 

  のご発展を祈念し部外者ニコニコさせていた 

  だきます。                         

・本田会長 創立６０周年記念式典におきまし 
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  てはパスト会長を始め全ての会員、そしてご 

  夫人の皆様の団結力で無事終了することが出 

  来ました。                          

・中川会員 創立６０周年記念式典が無事終わ 

  りましたが会員みなさまのご協力戴いた事に 

  より成功したと思っております。本当にあり 

  がとうございました。                

・井手会員 ６０周年を祝い、皆様の力を結集 

  した式典、祝宴の成功にニコニコします。 

                                      

・葉山会員 皆様のお陰で人吉ＲＣ６０周年記 

  念式典を無事に終える事が出来ました。また 

  夫人の会の皆様の活躍で人吉ＲＣのすばらし 

  さを周知する事が出来ました。本当にありが 

  とうございました。感謝致します。    

・石蔵会員 創立６０周年記念行事において中 

  川実行委員長、本田会長はじめ会員の皆様の 

  ご苦労ご活躍に多くを学ばせていただきまし 

  た。ご夫人の皆様も本当にお疲れ様でした。 

                                      

・高山会員 ６０周年記念事業が無事に見事に 

  終わりまして誇りに思います。台湾の古い友 

  人に会うことが出来て本当に楽しませて頂き 

  ました。３０周年から入りましたので７０周 

  年まで頑張りたいと思います。        

・中島会員 (ﾆｺﾆｺ)創立６０周年式典大成功で 

  した。ご活躍いただいた皆様に感謝申し上げ 

  ます。５０周年では式典は全く見れませんで 

  したが、６０周年は最初から最後まで見せて 

  もらいました。最高でした!!  

  (ｺﾞﾒﾝﾈ) ご活躍くださった夫人の皆様お疲れ 

  様でした。家内は着物を着らずに布団を着て 

  いてお手伝い出来なくてごめんなさい。          

                                     

・延岡会員 60周年本当にお疲れ様でした。大 

  変すばらしい大会で感動しました。５１代幹 

  事５９代会長としての感謝状ありがとうござ 

  いました。                          

・和田会員 会場委員会の皆様お疲れ様でし 

  た。暑い中駐車場整理をしていただき感謝し 

  ます。                              

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・本田会長 ニコニコカードと同文     

・延岡会員 ニコニコカードと同文     

・和田会員 ニコニコカードと同文     

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・有馬会員 人吉RC創立６０周年記念式典の大 

  成功おめでとうございます。他クラブの皆 

  様、会う人会う人から、さすが人吉RCは違い 

  ますねとお褒めいただきます。人吉クラブの 

  メンバーであることを誇りに思います。 

                                      

・板井会員 １０周年１００％出席の表彰いた  

  だきました。ありがとうございました。 

                                      

・本田会長 ニコニコカードと同文     

・延岡会員 ニコニコカードと同文     

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・本田会長 ニコニコカードと同文     

・延岡会員 ニコニコカードと同文     

 
  
      点 鐘  本田 節 会長 

   

 

     

       

            創立60周年慰労会 

 

 

◇開会 

 本田 節 会長   

◇乾杯  

 堤 脩パスト会長 

    
◇手に手つないで 

 

◇閉会 井手会長エレクト  


