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       賀 寿 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 
 

 

         会長 本田 節 
 

 皆様こんばんは。５月19日の姉妹クラブ締結

式から夜の祝宴が４回連続で開催されており、

本日も例会後、賀寿会の祝宴となっておりま

す。私の年度も祝い事が続きいよいよ終わりに

近づいており残すところ１ヶ月となりました。 

 昨年の７月１日第１回目の例会から第４７回
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、会務報告 

Ｐ２～３  次年度より、 結婚誕生祝い 

              ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

Ｐ３～４  賀寿会 

目の６月30日で終了いたします。今となれば、

あっという間の１年だったと思いますが、残す

例会を大切にしていきたいと思います。それぞ

れの委員長さんも１年を振り返り総括をしてい

ただければと思います。 

  さて、本日は賀寿をお迎えられる方が６名い

らっしゃいます。午前９時半より国宝青井阿蘇

神社におきまして賀寿祭のお祓いをしていただ

きました。厳粛なる祝詞の中で会員の皆様方の

長寿と健康のご祈念をして参りました。 

  “傘寿”を迎えられる鳥井正徳会員、“喜

寿”を迎えられる有村隆徳会員、武末憲一会

員、片岡啓一会員、“還暦”を迎えられる有馬

宏昭会員、内藤靖雄会員の６名であります。 

誠におめでとうございます。心よりお祝い申し

上げます。 

  入場される時に胸につけていらっしゃるコ

サージュは、傘寿の方は黄色、喜寿の方は紫

色、還暦の方は赤色であることにお気きになる

と思いますが、それぞれの長寿祝いの色でござ

います。これも親睦委員長の青木会員の御配慮

かと思っております。 

  皆様もご存じのように還暦は生まれた年の干

支に還る事から“還暦”と呼ばれるようになっ

たそうです。また“喜寿”は「喜」という字が

草書体が七を３つ重ねた形になり、七十七と読

める事に由来しているそうです。また“傘寿”

は「傘」の略字が八と十を重ねた形になり、八

十と読めることに同じく由来しているそうで

す。 

  ロータリーの周年行事と同じく長寿祝いは人

生の区切りとなるお祝いということで、会員一

同本日の賀寿会において祝福を申し上げたいと

思います。 

  このようなお祝いの時には生み育ててくだ

さった両親への感謝や健康で、年を重ねること

ができるのは、奥様やご家族のお陰であると思

いますので、是非、本日お帰りになったら感謝

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「我等の生業｣ 
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の言葉を伝えていただければと思います。今後

とも健康に十分留意され益々のご活躍を心から

祈念を申し上げ、会長の時間といたします。 

 

 

        幹事  葉山稔洋 
 

・青井阿蘇神社国宝指定10周年奉祝記念事業期 

  成会役員就任のお願いが届きましたで、井手 

  次年度にお渡しいたします。   

・韓国慶山ＲＣからお礼状が届きました。  

・別府北ＲＣ前岡パストガバナーから人吉ＲＣ 

  の地区大会開催を待ち望む声が届きましたの 

  でお知らせ致します。  

・人吉医療センターより広報誌「翔」５月号が 

  届きましたので配布いたします。 

・熊本中央ＲＣより6/30例会中止のお知らせが 

  来ております。   

    

        委員長 内藤靖雄 

 

 

【６０周年実行委員会】   委員長 中川貴夫 

 ３月のキャラバンからスタートをした６０周年

行事もお陰様で無事終了することができまし

た。これも各委員長はじめ委員の方々のご協力

の賜物だと感謝申し上げます。 

  現在、決算報告のための集計をしておりま

す。各委員会の請求を確認して頂きますようお

願いいたします。まずもってご協力いただきま

したことに心より感謝を申し上げましてお礼の

言葉とさせていただきます。本当にありがとう

ございました。 

 

【国際奉仕委員会】        委員長 有村隆徳 
 
      台北稻江ＲＣ・慶山ＲＣお礼状 

 

【次年度】        会長エレクト  井手富浩 

                  次年度幹事    石蔵尚之 

①2017～2018年度人吉ＲＣ委員会構成について 

 ・新設；キッチンカー管理運営委員会 

   名称変更； 

    会員組織増強委員会→会員増強委員会 

    クラブ広報委員会→公共イメージ委員会 

②連絡事項 

 6/13・6/16 2回に分け次年度委員会合開催 

 6/23までに委員会の方針.計画.予算の提出 

 6/9 例会前に第２回被選理事会開催  

 

【親睦委員会】         委員長  青木一幸 

     

【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】 

・鳥井会員 傘寿のお祝いをしていただき有 

  難うございます。 

・有村会員 お祝いをいただきありがとうご 

  ざいます。                        

・有馬会員 本日はお祝いいただきましてあ 

  りがとうございます。               

・内藤会員 還暦祝ありがとうございます。 

                                    

・浦田会員 賀寿のお祝いの皆様、誠におめ 

  でとうございます。前週の創立６０周年の 

  例会にて入会以来３８年出席１００％の表 

  彰を頂きありがとうございました。   

・愛甲会員 ６０周年事業に参加出来なくて 

  すみませんでした。これからはなるべく例 

  会参加いたします。本日の賀寿の皆様おめ 

  でとうございます。                

・井手会員 賀寿を迎えられた皆様、本日は 

  誠におめでとうございます。今後益々の御 

  活躍を御祈り申し上げます。         

・葉山会員 賀寿を迎えられました６名の皆 

  様おめでとうございます。誕生祝いを頂き 

  ありがとうございました。           

・石蔵会員 本日、賀寿会に際しまして人生 

  の大きな慶びの節目を迎えられました６名 

  の皆様、心よりご健康をお祈り致します。 

                                     

・堤正博会員 5月21日無事31回目の繊月まつ 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  75.0％ 

欠 席 者 数 15名  5 / 1 9 出 席 率 76.27％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 8名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 89.83％ 

＊届け出欠席 堀川・村山・大久保・塚本・岩下・中村・下田 

              漆野・丸尾・延岡・新堀・渡辺・宮﨑・尾上 

              戸髙       

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），釜田，齊藤 

＊メークアップ  

 5/7人吉ＲＡＣ；平田     5/19第４次調印式；加登住・竹長  

  5/20創立60周年式典；板井・小林清・内藤・中村・塚本          

６月の誕生祝い ６月の誕生祝い  

塚本 哲也 ７日 堀川 匠太 １４日 

葉山 稔洋 ２９日 戸髙 克彦 ２９日 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                ６月の結婚記念祝い  ６月の結婚記念祝い   

延岡 研一 ２１日 加登住 亮 ２３日 
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  りが終了しました。お天気もよく大勢の人に 

  お出でいただき盛会のうちに終わりました。 

                                     

・堤脩会員 １０年間無欠席の表彰をいただき 

  ありがとうございました。           

・水野会員 先週は2015－2016年度幹事として 

  感謝状をいただき心より御礼申し上げます。 

                                     

【Ｒ財団委員会】 

・武末会員 賀寿のお祝いありがとうございま 

  した。                           

・浦田会員 ニコニコカードと同文    

 

【米山記念奨学委員会】 

・本田会長 本日6名の賀寿の皆様のご健康と 

  益々のご活躍をご祈念致します。     

・浦田会員 ニコニコカードと同文    

・有馬会員 ニコニコカードと同文    

・葉山会員 ニコニコカードと同文    

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・片岡会員 喜寿の祝いありがとうございま 

  す。まだまだ元気です。            

・鳥井会員 ニコニコカードと同文    

・浦田会員 ニコニコカードと同文    

・水野会員 ニコニコカードと同文    

 

 

      点 鐘  本田 節 会長 

   

 

     

      
     進行：青木一幸親睦委員長 

 

 

 

◇賀寿祝い会員 

   ６名ご入場 

 

 

 

     傘寿 

       鳥井正徳 昭和13年7月  

     喜寿   

       有村隆徳 昭和16年3月 

       武末憲一 昭和16年4月   

       片岡啓一 昭和16年11月 

     還暦  

       有馬宏昭 昭和32年1月    

       内藤靖雄 昭和32年12月 

 

◇御祝の言葉・記念品贈呈  

 

◇賀寿会員挨拶 

              傘寿 鳥井正徳会員 

  本日は、青井神社にて傘寿の

お祝いをしていただき有難うご

ざいます。私は、52年前今日と

同じ青井さんの神殿で結婚式を

挙げ、以来厄入り・還暦・古

希・喜寿そして今日の傘寿のお

祓いを受けて参りました・お祓

いを受けながら、もう１回受けられるだろうか

と思ったところでした。 

  一昨日裏の柿の枝を切ろうと脚立の上に上っ

ていましたところ、隣のご主人が飛んでこられ

「危ないからやめなさい。もう80だろがな、年

を考えなっせ」と。 

これからは、年相応にを念頭に、ホワイトキー

ではなく、ゴールドキーを守るなど、皆様にご

迷惑をお掛けしないような生活を心がけたいと

思います。今後ともよろしくお願いいたしま

す。記念品まで頂きありがとうございます。 

 

          喜寿 有村隆徳会員 

  今日はロータリーの皆様にお祝いをしていた

だき大変嬉しく思います。８年前に喉の検査で

癌が見つかりました。早期発見ということで治

 賀 寿 会賀 寿 会 
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療を受けましてお陰様で無事に

本日を迎えることが出来まし

た。 今後は好きなことをして楽

しく長生きしたいと思っており

ます。本日は誠にありがとうご

ざいます。 

 

喜寿 武末憲一 

  喜寿のお祝いをしていただき

ありがとうございます。平成15

年に脳出血をし、その後しばら

くして右足に後遺症と思われる

症状が出てよりはゴルフ三昧の

生活も卒業し、今は仕事とロー

タリーを生き甲斐とする人生で

ございます。これからも生ある限り頑張ります

ので宜しくお願い申し上げます。 

 

喜寿 片岡啓一 

 本日は 喜寿のお祝い、あり

がとうございます。 

 私の生まれは昭和16年、旧満

州国三江省チャムス市安民街で

生まれました。その後昭和21年

に人吉へ引き揚げてまいりまし

た。幼い頃は波乱万丈でした

が、その後は人吉で穏やかに過ごしてまいりま

した。 

喜寿を迎えた３人の中では一番若い75歳です

が、これからも残された人生を楽しく過ごして

いきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 

還暦 有馬宏昭 

  本日は、ご多用の中、賀寿の

会開いていただきありがとうご

ざいます。 心より、感謝申し上

げます。 

  皆様のお力添えで60歳の節目

を迎えることが出来ました。 

  特に、私が４歳の時ポリオに

罹りましたが、完治できましたのも、人吉RC名

誉会員の増田力先生のお蔭でございます。何の

自覚もなく還暦を迎えましたが、これまで戴い

ておりますご恩に報いる意味でも、今後は、少

しでも皆様のお役に立てるよう、努めてまいる

所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻くだ

さいますようお願い申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

   還暦 内藤靖雄 

  本日は還暦のお祝いありがとうございます。    

  昨年、ひまわり亭で伊久美先輩がマッカー

サーはロータリアンだとのお話をされておりま

した。そのマッカーサーの部屋

にサミュエル・ウルマンの「青

春とは」の詩が掛けてあったそ

うです。 内容を要約しますと、

｢ 青春とは人生のある期間を言

うのではなく、心の様相をいう

のだ。理想と希望がある限り若

く、失望と共に老い朽ちる。｣というような内

容だったかと思います。 

  肉体的にも見かけ的にも60才という年齢では

ありますが、気持的・精神的にはまだまだ青年

の気概であります。そういった意味でもまだま

だ未熟で皆様に多くの迷惑を掛けることもある

かもしれませんが、どうぞ今後ともご指導・ご

支援をいただければと思います。 

本日は、お祝いありがとうございます。 
 
◇乾杯 伊久美寛志パスト会長 

 

◇手に手つないで 
 
 
 
 ◇閉会  

 井手富浩会長エレクト 


