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点 鐘           本田 節 会長  

        
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 新堀純子ＳＡＡ委員 

 

 

 

 
 
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 

              人吉よさこい銀翔会  

                インストラクター  山口 優美 様 

 

 

 

 

 

         会長 本田 節  
 
   いよいよ、６月に入り本田年

度も最後の月となりました。先

程第２回の被選理事会が井手エ

レクトの元で開催され、いよい

よ新年度のスタートの準備が

着々となされております。先日も委員長会も開

催され、それぞれの委員長さんを中心として活

動方針についても進んでいるようであり、私も

１年前を思い出しとても１年が長いようで短

かったようにも思えます。 

  井手次年度会長の所信が“節目を超えて進化

（より良き進化）を促す”をテーマとし、お話
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、会務報告、 

              次年度より  定款変更点・細則変更案について 

Ｐ２～４  地域発展功労者表彰式・活動紹介 

               ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

しがありました。60周年という１つの節目を終

え、次の70周年に向けてスタートする中に会長

エレクトがいわれる変化とは３つの意味がある

そうです。 

１つ目はロータリーが変化をもたらす。 

２つ目はロータリーに変化をもたらす。 

３つ目はロータリーと変化をもたらす。という

ことだそうです。 

つまりは常に進化し続けることが大切であると

いうことでしょう。 

  2720地区永田ガバナーの地区スローガンが

“ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しも

う”となっており、ロータリアンの実践活動を

通して人生をより謳歌しようとことだそうで

す。素晴らしい井手会長の所信表明を聞かせて

いただき新年度もより充実するものと確信して

おります。 

  本日は、恒例の2016～2017年度地域発展功労

者表彰式となっております。地域発展委員長の

新堀純子会員からご推薦いただいたのは、人吉

よさこい銀翔会様であります。後ほど表彰状と

金一封の贈呈をさせていただきます。また、活

動についても卓話をお願いしておりますので宜

しくお願いいたします。代表は徳川真祐さんで

ありますが本日は北海道に踊りに行っていらっ

しゃるそうで、娘さんでインストラクターの山

口優美様においでいただいております。そのお

子さんもされているということで、親子３代で

活躍をされており大変素晴らしいな思います。 

  皆様もご存じのように、よさこい祭は高知県

高知市で昭和29年に徳島の阿波踊りに対抗する

形で高知商工会議所青年団により第１回よさこ

い祭が開催されたのがスタートで、今では四国

三大祭りの１つであり、８月に開催される全国

大会では延べ約100万人の人出であるという地

域経済にも大きく寄与されている祭りであり、

今では全国各地に広がっております。 

  人吉よさこい銀翔会の皆様もお城まつりを始

め地元内外の各種イベントにもご参加いただ

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 
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き、大きな経済効果と人吉のPRにも大きく寄与

されており、地域発展功労者に値するというこ

とで表彰をさせていただきました。今後とも地

域発展の為、益々ご活躍いただけますようご祈

念いたします。新堀委員長には大変お世話にな

りました。 

  このように地道に活動されている団体を今後

とも表彰し、応援することがロータリー活動の1

つである社会奉仕でもあり、公共イメージの向

上にも繋がるものと確信いたします。今後とも

会員の皆様方のご支援・ご協力を宜しくお願い

いたします。 

 

 

 

        幹事  葉山稔洋 
 

【連絡事項】 

・田中義人パスト会長から60周年記念式典へ参 

  加されたお礼状が届いております  

・Ｅクラブより本例会（第2回）開催のお知らせ 

  とご案内です。  

  2017年6月5日(月)正午～6月12日(月)正午 

        http://ok2720eclub．jp 

   2720 Japan O.K. ロータリーE クラブ 

  例会は24時間いつでも受け付け可能です。 

  当面メークアップ料は無料です。 

・2720地区第33回インターアクトクラブ年次大 

  会のご案内  

  日時：7月29日～7月30日 

       12:00－受付13:00－開会  

  場所：東九州龍谷高等学校体育館 にて 

  詳しい内容は事務局にございます。 

  次年度の担当委員会へお渡しします。 

・指宿ＲＣより週報が届いておりますので回覧 

  致します     

・人吉ＲＡＣ例会報告書を回覧します。 

（平成28年８月第１例会報～12月第２例会分） 

 

 

 

         委員長 内藤靖雄 

  

 

【ローターアクト委員会】  委員長 平田フク 

  ６月のローターアクト行事をお

知らせします。第一例会６月17日

(土)は、ひまわり亭にて卒業生送

別会を行います。19時から会費

3500円です。 

 そして、第２例会22日は最終例会です。山崎

会長卓話になっています。私のアクト委員長

として最後の例会になります。ぜひ参加を宜

しくお願いいたします。 

 

【次年度】              副幹事  石蔵尚之 

  会場入り口に定款変更資料を置

いてありますが、お手元の資料は

定款の追加された部分と削除され

た部分を色分けして分かりやすく

してあるものです。定款の変更に

伴いまして人吉ＲＣクラブ細則変

更案をテーブルに置いてありますが、お持ち

帰り頂きまして変更されるところをご覧頂き

たいと思います。その後、例会で皆様にご承

認いただく予定となっております。 

  次年度委員会合のお知らせです。13日ひま

わり亭、16日石亭の館の２回に分け開催致し

ます。次年度運営のための大事な会合になり

ますので、お繰り合わせの上、出席をお願い

いたします。  

 

【地域発展委員会】          

◇被表彰団体紹介             委員長  新堀純子        

                 
 『 人吉よさこい銀翔会 』 

 

 ～活動紹介～ 
                人吉よさこい銀翔会  

                インストラクター   

                     山口優美 様 

 

 

 

 

 

 

 

               

   平

成15年7月結成 

～人吉球磨が大好きな仲間で、人吉球磨のＰＲの

ため毎週のように九州各地の祭りへ出向き、人吉

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  79.66％ 

欠 席 者 数 12名  5 / 2 6 出 席 率 55.0％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 17名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 83.33％ 

＊届け出欠席  岩下・尾上・中川・大久保・北・川越・永尾 

              村山・小林祐・岡・小林清・有村                      

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

5/19調印式；北・下田・後藤・新堀・渡辺・馬氷・山田 

            伊久美・丸尾・岩下・大久保             

5/20 60周年;漆野・大賀・岩井・尾上・村田・竹長 

     2016-2017年度 

     地域発展功労者表彰式  
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球磨のＰＲをしている団体です～ 

 

ＹＯＳＡＫＯＩ よさこい とは・・・ 
 
  戦後、高知で復興の祈りを込めて生まれた「よ

さこい鳴子踊り」それが年月を経

て、高知の國友須賀という１人の女

性の手により、北海道から九州、日

本各地へとよさこい祭りが広がりま

した。その彼女が言い続けていた

「いい世さ来い！」のメッセージを

持つ踊りへと変わっていきました。 

  その國友須賀が私たち銀翔会をプロデュースし

てくれ、作ってくれた楽曲が３曲あります。 

 

①天水事 

人吉球磨の山々へ雨が降り、その雨が球磨川へと

流れキラキラと輝く街へと変わっていく様を現わ

しています。 

途中に、青井阿蘇神社おくんち祭りの模様も盛り

込まれています。天（あま）の恵みをお祭りに来

て下さる皆様に届きますように心を込めて踊らせ

て頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②よさこい六調子 

  球磨の六調子を原曲とし、人吉球磨の人々の様

子も盛り込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③命嘉 
 
  球磨川舟唄を原曲とし、球磨

川の清き流れと荒々しい流れと

を表しています。また、球磨川

の流れの如く、連綿と続く命の

つながり、出逢い、喜びを現わ

した楽曲です。 

 

 

  國友須賀が生前私たちに伝えてくれた言葉があ

ります。世の中の「無気力」「無関心」「無感

動」この三無を無くせば、必ず平和な世の中にな

る。よさこいにはその力がある。 

  私たちはそう信じて、祈りを込めて踊らせて頂

いています。 

  昨年、第１回人吉よさこい祭りを開催させて頂

きました。九州全県より４４チーム、200人を超え

る踊り子が人吉へ終結してくれました。中川原会

場をメインとして、青井阿蘇神社駐車場、人吉駅

会場の３会場で行ない、踊り子たちはその３会場

を歩いて移動しました。 

  よさこいの祭りは、交通費も全て自費です。そ

の上に、１人千円の参加費を払います。（佐世保

や熊本などの大きな祭りは１人２千円や、１チー

ム３万円というところもある。高知、北海道、名

古屋などは１チーム４０万円の祭りもある） 

もちろん、私たち銀翔会も交通費、宿泊費、参加

費すべて自費で行っています。 

  

 

 

 

  第２回よさこい祭りは、第１回が８月と真夏の

開催だったことから、熱中症対策が大変でした。

そこで、「人吉球磨はひなまつり」の時期に九州

全県から踊り子に来てもらい、リピーターになっ

て欲しいとの思いもあり、2018年３月４日開催に

決定いたしました。九州中国ＹＵＳＡＫＯＩ連絡

國友須賀さん 
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協議会の承認も得ています。 

  また、昨年の祭りでは、60名を越す踊り子、ス

タッフ、カメラマンさんが宿泊してくれました。復

興割の効果もあり、たくさんお泊り頂けました。前

泊の人、祭りが終わってから泊まる人、連泊の方も

いらっしゃいました。そして祭り以外でも、うなぎ

食べに行ったよ！温泉入りに来たよ！ひな祭り見に

行ったよ！など嬉しい声をたくさん頂いています。 

 

  先日の練習の様子です。水俣より３名練習に来て

くれました。恋龍水俣というチームさんです。私た

ちも鹿児島や宮崎、佐世保まで祭り以外でも練習で

出向くことがあります。もちろん人吉でも合宿や振

り落としなど行い、各県から仲間たちが来てくれて

いいます。 

   

  6/7～6/11の５日間、まさに今、北海道ＹＵＳＡ

ＫＯＩソーラン祭りが開催されています。九州から

は４チームが参加しており、その中の鹿児島市内の

チーム、かごしま新世界は九州全県から踊り子が集

まり、ひとつのチームとして総勢７０名で参加して

います。銀翔会からは、代表と旗師１名が北海道へ

新世界として行っています。 

  こういうものに参加し、他チームとの交流を深

め、人吉を知って頂き、来て頂きたいとの思いがあ

ります。 他にも、九州全県の女だけのチーム、女

子衆、須賀izanai連南九州などにも参加し、交流し

ています。 来月開催される宮崎の祭りでは、水俣

とコラボチームで出演予定のため一緒に練習もして

います。 

 このように、人吉のＰＲをするために、他県に出

向いている私たちですが、何よりも地元のイベント

を大事にすることを一番心がけています。 おくん

ち祭り、梅まつり、歳末たすけあい、盆踊り大会な

どへの参加はもちろん、老人ホームや保育園、病院

などの夏祭り、敬老会、クリスマス会などにも年間

10ヶ所以上からお声かけいただき、踊らせて頂いて

います。 今年からは社会福祉協議会のデイサロン

ボランティアにも登録し、早速来月から公民館での

演舞が決まりました。 

  人吉の皆さまに、そして見に来て下さる全ての

方々に「いい世が来ますように」「良い世さ来い」

と祈りを込めてこれからも踊り続けていきたいと

思っております。 

 

 

 本日はこのような貴重なお時間を頂きましてあり

がとうございました。銀翔会を代表してお礼を申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇表彰状、記念品の贈呈  本田 節 会長 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

【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〉 

・新堀会員 人吉よさこい銀翔会の皆さん、こ 

  れからもがんばって下さい。本日はロータ 

  リアンの皆さんお時間をいただきありがと 

  うございました。                  

・本田会長 人吉よさこい銀翔会の山口様、こ 

  の度のご受賞おめでとうございます。益々 

  のご活躍をご祈念致します。         

・葉山幹事 銀翔会の受賞お目出とうございま 

  す。よしかお母さんに山口さんの雄姿を 

  添付送信しておきました。           

・石蔵会員 山口様そして銀翔会の皆様、これ 

  からも益々のご活躍をお祈りいたします。 

                                     

                         

 
 
       点 鐘  本田 節 会長 
   
 

 

人吉よさこい銀翔会  

 代表 徳川禎郁さん 


