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   本田年度 最終例会 

 

点 鐘           本田 節 会長  

        
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ下田文仁ＳＡＡ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  
 
  いよいよ本日は本年度最後の例会となりまし

た。昨年の７月１日の第１回の例会より始ま

り、本日の６月30日までの第４７例会までの１

年間が長くもあり短くもあり、様々な行事や出

来事が走馬燈のように思い出され、ほっとする

気持ちと寂しい気持ちと複雑な最後の例会であ

ります。十分に会長としての責務を全うしたか

と自問自答しながら、反省すべき事も多くあり

ますが、パスト会長を始め、理事、役員そして

各委員長、全ての会員の皆様のご指導とご協力

のお陰で本日を迎えられましたことは、大変嬉

しく心より感謝を申し上げます。本日最後の例

会まで休むことなく会長点鐘出来たことだけで

も良かったと思っております。それもまず健康

で過ごせたからであり、職場のスタッフの協力

もあったこと、家族の応援特に夫の応援があっ

たことにも感謝をしたいと思います。 

2944 
2017 6 30 

47 

Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告（一年を振り返って） 

             出席率報告、寄付の申し出、会務報告 

             一年を振り返って 本田会長 

              ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 

 思い起こせば２年半前、石亭の館にて歴代

パスト会長会での選考委員会で私を推薦して

いただき、その年の12月の年次総会でノミ

ニーそして次年度エレクトとなり、2016年か

ら2017年の第60代の会長ということでお引き

受けすることになったのであります。まさ

に、皆様方の英断と柔軟さに心より感謝した

いと思います。 

これまでに幹事経験もなく、ロータリー活

動についての深い知識もなく、また大きな周

年行事でもある創立60周年記念式典の年度で

もあり、大変不安な状況でありましたけれど

も、無事本日を以て会長職を終わることが出

来た事は、会員の皆様が全てにおいて温かく

見守り寛大な気持ちで失敗をもお許しいただ

いたからだと思います。この経験は私の人生

の大きな財産となりました。お陰様で少しは

人間として成長をさせてもらったのかなとも

思っております。 

会長の時間では、苦手な原稿を毎週書かね

ばならない事など、最後まで務めきれるだろ

うかとか、対外的にも初めての女性会長でも

ありましたので、伝統と歴史ある人吉ロータ

リークラブの名に恥じないような活動が出来

るだろうかなど、不安いっぱいのスタートで

ありましたが、私の女房役として足りない足

りないばかりの会長を支えて下さった葉山幹

事のお陰でこの１年を全うすることが出来た

事を、この場をお借りして御礼を申し上げた

いと思います。本当に１年間、いや実質２年

間大変お世話になりありがとうございまし

た。 

ＲＩ会長ジョン・F・ジャーム氏のテーマ

“人類に奉仕するロータリー”、第2720地区

のガバナー前田眞実氏の地区スローガン“学

ぶ・守る・育てる・未来へ向けて”を受け

て、本年度の会長テーマ“復古創新60周年を

祝い、地域に奉仕しよう”を掲げ、そのテー

マに沿って活動をさせていただきました。 

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
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“復古創新”とは古いものに固執するのでな

く、いにしえの良きものを蘇らせ、その上に新

しき良きものを創っていくこととして、未来へ

向け新しいものを創り重ね、次世代を担う人材

を育成していくことが我々の使命だとテーマへ

の想いを込めて活動して参りました。 

目標として掲げさせていただいた一つに、創

立60周年事業を大成功裡に終わることでありま

した。お陰様で、会員及び会員家族の理解と結

束により素晴らしい周年行事ができたことは、

大きな成果だったと思います。また、その事が

ロータリーの公共イメージと認知度を向上させ

ることにも繋がったのではないかと思っており

ます。 

また、“ロータリー命のキッチンカープロ

ジェクト”においても熊本地震への復旧・復興

支援など人道的奉仕活動にも取り組み、スター

トを切ることが出来ました。今後も持続的に支

援活動をして社会奉仕をして参りたいと思いま

す。 

それから、毎週綿密なプログラムを組んでい

ただいた石蔵プログラム委員長には、１年間を

通して充実した例会、RIの月間テーマに合わせ

た各委員会での外部卓話の段取り等と大変お世

話になりました。毎週会長、幹事、プログラム

委員長、緒方事務局４人のチームワークで楽し

いミーティングができました。事務局の緒方さ

んにも心より感謝をいたします。 

  結びに、今回改めて国際ロータリークラブの

112年間の歴史と約200か国を超える国と地域に

123万人の会員仲間がいるというロータリーク

ラブの素晴らしさと魅力を再認識することが出

来ました。何よりこの１年を通して、人吉ロー

タリークラブの会員である誇りと愛着、皆様方

との強い絆と友情を感じることが出来ました。

心より感謝を申し上げ最後の会長の時間といた

します。本当にお世話になりました。感謝。 

 

     

  幹事 葉山稔洋            

                 

【連絡事項】 

・愛甲康会員に米山功労者第３回  

  マルチプル証が来ております。 

・事前研修ｾﾐﾅｰ報告書が届いておりますので該 

  当者にお渡し致します。 

・「日本百名城 人吉お城まつり」協賛金のお 

  礼状が来ております。  

 一年を振り返って～  

  2014年12月に本田節会長に指名され副幹事に

内定してからは、定款・細則を何度も読み返し

準備を進めたのですが年が明けて2月に骨折し、

鳥井年度の地区大会での初の出番の焼酎配りも

ままならず、先輩幹事に助けて頂きました。延

岡年度の12月には井手会長の女房役石蔵会員が

決定し、本田年度の委員会構成を進めることが

出来ました。過去にプログラム委員長を2度経

験していたものの実際に幹事職に携わると「見

ると聞くと」では大違いで右往左往の連続でし

たが、水野直前幹事から「幹事生みの苦しみ地

獄の行程表」虎の巻を頂き随分助けられまし

た。最後に、チャレンジカップ・熊本大分地震

プロジェクト「キッチンカー」や創立60周年記

念式典にまつわる行事等々すべての事業をどう

にかこうにか、終える事が出来ましたのも全て

の会員の皆様のご協力のお蔭で御座います。本

当に有難う御座いました。と同時に感謝申し上

げます。 

追伸 

パスト会長の皆様のお蔭で人吉ＲＣの演台を新

調する事が出来ました。感謝申し上げます。 

   

  

      副委員長 川越公弘 

   

   ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  75.10％ 

欠 席 者 数 15名  6 / 1 6 出 席 率 86.44％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 3名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 91.53％ 

＊届け出欠席  片岡・中川・内藤・有馬・竹長・北・大久保 

            村山・尾上・外山・有村・大賀・中村・小林清・和田     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲(出席），釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

6/13 次年度委員会；葉山・延岡・大賀 

     米山功労者 

    第３回マルチプル 

   愛甲 康会員 

  本田節会長より会長終了記念として、葉山

稔洋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。 
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【本田年度回顧】 

            一年を振り返って                                   

                            会長  本田 節 

  恒例の最終例会での１年間を

振り返って、という卓話をさせ

ていただきます。 

  先週、先々週とクラブ協議会

にて各委員会での委員長さんに

は１年間の活動の総括をお話し

いただき、私なりのコメントと感謝を述べさせ

ていただきましたので、本日は９つのテーマに

絞ってお話しをさせていただきます。 

 

◇クラブ訪問と各種例会◇ 

  延岡直前会長より引き継ぎ７月１日よりス

タートいたしました。まず、青井阿蘇神社にて

葉山幹事、井手副会長、延岡直前会長、中川60

周年実行委員長と戸高広報委員長のお世話によ

り、１年間のクラブの発展と人吉RCの会員の皆

様並びにご家族のご健勝と60周年の盛会を祈願

後、表敬訪問、人吉市役所、人吉警察署、人吉

新聞社、球磨地域振興局、人吉税務署、人吉要

項会議所にご挨拶に参りました。夕方には新旧

理事役員歓送迎会を開催し延岡直前会長、水野

直前幹事へ記念品と花束を贈呈し、１年間の労

を労い、新理事役員の皆様方への激励をいただ

きました。 

  また恒例の、第６グループへのクラブ訪問、

人吉中央・多良木・芦北・水俣のRCに片岡ガバ

ナー補佐、新旧の役員と60周年記念事業中川実

行委員長、共々大勢でご挨拶をさせていただき

ました。本年度は片岡ガバナー補佐のもと、第

６グループの会長幹事会を６回もさせていただ

き、親睦と交流を計ることができました。 

  また例会の中で開催される５大親睦の中で

も、納涼家族会では、会員のご家族の皆様にも 

ご参加いただき、ロータアクトの皆様にもお手

伝いいただき和気あいあいで楽しい納涼家族会

を開催することができました。 

  新年会では、馬場貞至名誉会員の独唱で花を

添えていただき、そして、大賀会員ご夫妻の金

婚式、竹長会員ご夫妻の銀婚式もお祝いをさせ

ていただきました。オークションの売上にもご

協力をいただき、新年に相応しい例会でありま

した。また、月見例会をひまわり亭で開催させ

ていただき、４月７日には石亭の館で桜満開の

なか花見例会をさせていただき、楽しい花見会

でありました。久しぶりに斉藤会員も駆けつけ

て下さり、愛甲会員も息子さんに院長をバトン

タッチされたこともあって、これから例会にも

出られるようになると嬉しいご挨拶がありまし

た。そして最後の親睦は、６月２日の賀寿会例

会でありました。傘寿を迎えられた鳥井会員、

喜寿を迎えられた有村会員、武末会員、片岡会

員、還暦を迎えられた有馬会員、内藤会員の６

名を長寿と健康をご祈念し青井阿蘇神社にてお

祓いをしていただき、夜には祝宴をさせていた

だきました。このように１年を通して、青木親

睦委員長をはじめ、委員の皆様には大変お世話

になりました。 
 
◇家庭集会◇ 

 新年度にはいると、まずは各委員長さんのお

声掛けの中で、家庭集会が活発に開催していた

だきました。他クラブでは炉辺会合ともいわれ

ており、会員の自宅において親睦がなされてい

るようであります。今年は下田委員長宅の酒蔵

であったり、有馬委員の自宅で水餃子をいただ

いたりと、とても奥様方にはお世話になりまし

た。新年度における各委員会の１年間の方針・

計画を共有する為にも、とても大事なのが家庭

集会なのではないかと思います。 
 
◇前田ガバナー公式訪問例会◇ 

 ９月９日の前田ガバナー公式訪問に先立ち、

前夜、第６グループの合同ガバナー歓迎会がひ

まわり亭にて開催されました。大変和気あいあ

いとした楽しい一時でありました。前田ガバ

ナーのお人柄にも触れ、大変良かったと思いま

す。そして、例会においてガバナーアドレスを

いただきました。内容は４つを柱としてまず、

国際協議会の報告でその内容はロータリー財団

100周年について、会員増強について、公共イ

メージアップについてお話をされました。次に

今年度の地区方針についてお話しをされ、ス

ローガンである“学ぶ・守る・育てる未来へ向

けて”の具体的なお話しをされました。３つ目

に３年に１度開催される規定審議会について、

それから４つ目にその他として熊本・大分地震

の支援対策プロジェクトについてお話しをいた

だきました。最後の一言の「ロータリーを自分
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の会社を経営すると思って運営して下さい。組

織はリーダーで決まる」と締められ、身の引き

締まる公式訪問でありました。 
 
◇第６グループＩＭ◇ 

 ９月22日第６グループ

IM（インターシティミー

ティング）が開催されま

した。記念講演として前

田眞実ガバナーが“ロー

タリーと共に”という演

題でお話しをされました。公式訪問とはまた

違った形で、ガバナーご自身の人生や企業戦略

についてお話しいただき、大変素晴らしい講演

で会員誰もが絶賛されておりました。その中

で、印象的な言葉だったのは「人間の差は能力

の差ではない、あるとしたら目標に向けて費や

した時間の差と志の高さである」といわれた事

であります。ガバナー自身の会社経営に対する

事業戦略、入会動機、クラブでの足跡、地区運

営等についてもお話しいただき大変内容のある

素晴らしいIMでありました。第６グループの会

長がそれぞれ我がクラブの自慢として発表する

プログラムもあり、大変参考になりました。 

  その翌日は、５クラブの親睦ゴルフ大会も大

変賑わったということで、当クラブが優勝だっ

たということも大変良かったと思います。IM開

催の主催者であった片岡ガバナー補佐そして、

水野ガバナー補佐幹事のご人徳と素晴らしい

リーダシップにより盛会に終わったことは当期

の会長としての光栄に思いました。ご指導いた

だいた、片岡ガバナー補佐にも心より感謝申し

上げたいと思います。 
 
◇チャレンジカップ◇ 

 10月16日には昨年に引き続き、人吉ロータ

リークラブチャレンジカップ陸上競技大会が開

催されました。前日の大雨で多良木総合グラウ

ンド陸上競技場での開催が心配されましたが、

早朝７時よりグラウンドの状況を把握する為に

待機されていた、社会奉仕副委員長の延岡パス

ト会長や、早朝熊本の自宅から駆けつけて下

さった村田会員の情熱のもと、雨も上がり盛会

に無事終了いたしました。地区財団の補助金を

活用しての開催であり、また創立60周年記念事

業の一つでもありました。今後もこの活動を継

続し、本事業の目的でもある地域で共に暮らす

知的障がい者、発達障がい者の生き甲斐ややり

がいを応援し、地域の皆様の交流を通して、障

がい者と家族への理解を深めることがロータ

リーの社会奉仕の意義ある大会だと思います。

引き続き次年度も宜しくお願いいたします。ま

た、多良木ロータリークラブ、人吉中央ロータ

リークラブの皆様のご協力、そして郡市の陸上

競技協会のご協力にも感謝をしたいと思いま

す。 
 
◇台北稻江ＲＣ30周年式典訪台◇ 

 平成29年２月20日から22日に台北の稻江ロー

タリークラブの創立30周年記念式典に会員とご

夫人の31名で参加をして参りました。稻江ロー

タリークラブは昨年の熊本大地震ではいち早く

多額の義援金やお見舞いのお手紙を頂くなど、

大変当クラブに対して手厚い友情をいただいて

おります。1990年に友好の火が灯り、交流が始

まりそして2002年には第一次姉妹クラブ調印

式、その５年後当クラブの50周年には訪日いた

だき第二次姉妹クラブ調印式、25周年式典にお

いて第三次姉妹クラブ調印式、そして本年度ク

ラブ60周年記念式典において第四次姉妹クラブ

を締結、という長年に渡る両クラブで互いの親

睦交流があることもあって、大変な歓迎をして

いただきました。前夜祭では同じく友好クラブ

の上尾西ロータリークラブの皆さんとも交流を

させていだき、当クラブの歌姫平田フク会員の

カラオケや奥様たちのバックコーラスや踊りと

大変賑やかで楽しい一時でありました。当日の

式典も素晴らしく、至れり尽くせりのおもてな

しが大変印象に残りました。私にとっても国際

交流という視点でも大変多くの学びをいただ

き、会員の皆様とより深い友情を深めることが

できたのは大きな収穫だったと思います。当ク

ラブの長年に渡る国際交流にご尽力いただいた

諸先輩に心より敬意を表したいと思います。今

回も有村国際奉仕委員長、そして色々手配をし

ていただきました、つばめ旅行センターの北様

には大変お世話になりました。 

 
◇「命のロータリーキッチンカー」キックオフ 

 私は昨年の熊本大地震において、甚大な被害

を受けた被災地の避難所への炊きだしを25回さ

せていただいた時に、食材や調理器具をトラッ

クに積んで持って行くことが大変な状況であり

ました。そこで地区に寄せられた支援金の活用

についての提案を出してくれと言う要請があり

「命のロータリーキッチンカー」というテーマ

で申請をさせていただき、その事業が認めら
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れ、中川パスト会長や葉山幹事のご尽力のお陰

で命のロータリーキッチンカーが完成しまし

た。そして４月15日に益城町のテクノ仮設住宅

での炊き出しを皮切りに開始することができま

した。この事も会員を始め、奥様方にもお手伝

いをいただき被災者の皆様方に美味しい食事の

提供と交流を深めることができました。当日

は、永田壮一ガバナーエレクトや熊本県副知事

の小野泰輔様にも出席していただき、素晴らし

いキックオフが出来ました。これまでの避難所

への炊き出しとは違って、自立する為の復興支

援でありますのでこれからが正念場だと思って

おります。今後とも皆様方のご協力を宜しくお

願いいたします。 
 
◇台北稻江ＲＣ第4次姉妹締結調印式◇ 

 ５月19日、台北稻江ロータ

リークラブとの第四次姉妹ク

ラブの締結式においでいただ

く皆さんをお出迎えに前日は

有村国際委員長を始め、伊久

美パスト会長、宮原パスト会

長、平田会員、石蔵会員に福

岡空港まで出迎えに行っていただきました。本

来ならば会長である私が行かなければならな

かったのですが、伊久美パスト会長が19日と20

日は会長は大きな役目があって大変だからと

言っていただき、その思いやりに嬉しく感じま

した。そして19日には台北稻江ロータリークラ

ブ27名、人吉ロータリークラブ54名での総勢81

名での調印式を盛大に開催することができ大変

喜ばしい出来事でありました。通訳をしていた

だいた米山奨学生のお二人には感謝をしたいと

思います。これも諸先輩達のこれまでの親睦と

交流のお陰で、さらに国際交流を通して奉仕活

動に務めて参りたいと思いました。祝宴におい

て、カラオケや踊り等で大変盛り上がり稻江RC

の皆様も満面の笑顔で満足そうでありました。

高山パスト会長の奥様も中国語で歌って踊って

いただき、花を添えていただき大変感謝をして

おります。国際交流において奥様方のご協力な

くしておもてなしは出来ないとつくづく思って

おります。 
 
◇創立60周年記念演奏会・式典・懇親会◇ 

 ５月20日、創立60周年記念式典と記念演奏会

が開催され登録をいただいた620名のロータリ

アンやご家族の皆様、ご来賓の皆様には心より

感謝を申し上げます。特に記念演奏会では一

中、二中、人吉高校の素晴らしい演奏会では、

感動で涙が出たとお声掛けをいただき、また大

変素晴らしい企画だったとお褒めをいただきま

した。大変嬉しく思っております。中川実行委

員長の大会テーマ“爽やかでスマート そして

地域と共に青少年に目を向けて”と掲げられた

とおり、まさに記念演奏会はテーマそのもので

あり、全会員が創立60周年を心から喜び分かち

合える記念事業となりました。記念演奏会にお

いて、素晴らしい企画と段取りをしていただき

ました鳥井パスト会長には、心より感謝を申し

上げます。また、ご夫人の皆様にも友愛の広場

においてのおもてなしや、祝宴においての踊り

等のご協力をいただき大変ありがとうございま

した。特に前日からの準備などには、葉山幹事

の奥様・博子さんや井手副会長の奥様･桂子さ

ん、プログラム委員長の奥様・由美さんには、

大変ご協力いただき、そしてこれまで以上に友

情を深めることが出来たことを、この場を借り

て御礼申し上げたいと思います。創立60周年記

念式典を終えて、改めて人吉ロータリークラブ

の素晴らしさ、そしてお一人お一人のお力を再

確認することができ、私のロータリー人生にお

いて一生忘れることのできない60周年の周年事

業でありました。ご来賓の前田ガバナーや寿崎

パストガバナー、前岡パストガバナーからもお

褒めの言葉をいただき、「これまでの周年行事

の中でこれだけの参加者と内容は無かった。」

と言っていただき、会長として光栄に思いまし

た。これもこれまで築いていただいた会長並び

に幹事の皆様、そして会員の皆様のお陰だと

思っております。 
 
■まとめ 

  以上、本年度この１年を振り返ってお話しを

させていただきましたが、まだまだ言い足りな

かったことも多々ありますし、お一人お一人に

御礼を申し上げなければならないのですが、時

間の都合上、９つのテーマに沿って簡単ではあ

りますが１年間を振り返らせていただきまし

た。最後に私に入会を勧めて下さった故・石蔵

美佐子会員や、故・山本瑤子会員による天国か

らの応援もあったのではないかと思っておりま

す。本当に１年間ありがとうございました。心

より重ねて重ねて感謝を申し上げます。本日を

もって次年度の井手会長にバトンを渡させてい

ただきます。感謝。 
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【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〉 

・本田会長 全ての会員の皆の友情に心より感 

  謝し、ニコニコします。次年度の井手会長に 

  本日をもってバトンを渡します。            

・葉山幹事 本田年度47回目の例会をやっと 

  かっとなんとかかんとか終了する事が出来ま 

  した。皆様に感謝申し上げます。ありがとう 

  ございました。                      

・延岡会員 本田会長、60周年の会長本当にお 

  疲れ様でした。祝福と感謝の気持ちでいっぱ 

  いです。葉山幹事、「としひろさん」として 

  の任務完遂ご苦労様でした。同じく祝福と感 

  謝の気持ちでいっぱいです。           

・高山会員 本田会長、葉山幹事、一年間お疲 

  れさまでした。皆様のお陰で楽しい一年間で 

  したのでニコニコ箱の目標には届きませんで 

  したが最終までご協力頂きました。             

・伊久美会員 本田会長、葉山幹事、本当に一 

  年間ご指導いただきましてありがとうござい 

  ました。                                       

・平田会員 本年度の会長はじめそれぞれの役 

  員の方達、本当にお疲れ様でした。余りニコ 

  ニコしていなかったので最後に少しさせてい 

  ただきます。                                                     

・浦田会員 片岡ガバナー輔佐、中川60周年実 

  行委員長、本田会長、葉山幹事、一年間本当 

  に苦労様でした。充実した年度でした。  

・山賀会員 60周年度の最終例会となりまし 

  た。本田会長、葉山幹事、また片岡ガバナー 

  補佐大変お忙しい一年間だったと思います。 

  お疲れ様でした。                                           

・鳥井会員 本田会長、葉山幹事をはじめ各理 

  事の皆さん、一年間ご苦労様でした。お陰で 

  すばらしい60周年記念の年だったと思いま 

  す。                                 

・堤正博会員 本田会長、葉山幹事、一年間ご 

  苦労様でした。すばらしい一年間でした。 

  60周年の記念事業も大成功でしたし、充実し 

  た１年でした。ありがとうございました。 

                                           

・堤脩会員 本田会長、葉山幹事及び理事役員 

  の皆様一年間ご苦労様でした。                 

・宮原会員 本田会長、葉山幹事、一年間お疲 

  れ様でした。                        

・愛甲会員 ①本田会長、葉山幹事、御苦労様 

  でした。②米山奨学委員会より表彰いただき 

  ました。                                                             

・渡辺会員 本田会長、葉山幹事一年間お疲れ 

  様でした。                                                       

・井手会員 本田会長、葉山幹事、一年間大変 

  お疲れ様でした。お二人の笑顔を見て私は涙 

  目になりそうです。有難うございました。  

                                       

・石蔵会員 大変お忙しかった1年だったと思 

  います。本田会長、葉山幹事お疲れ様でし 

  た。楽しく学ばせていただきました。ありが 

  とうございます。                                                

・板井会員 本田会長この一年間ご苦労様でし 

  た。葉山幹事他役員、各委員さん方も大変ご 

  苦労様でした。                                              

・新堀会員 本田会長、葉山幹事一年間お疲れ 

  様でした。ありがとうございました。      

・馬氷会員 この度、伝統ある人吉ロータリー 

  クラブゴルフ愛好会へ入会させて頂きます。 

  これまで以上にご指導の程宜しくお願いしま 

  す。皆様方との更なる親睦を図れることを楽 

  しみにしています。                                            

・水野会員 本田会長、葉山幹事、一年間お疲 

  れ様でした。また、片岡ガバナー輔佐にも一  

  年間ありがとうございました。           

        

・丸尾会員 本田節会長、一年間お疲れ様でし 

  た。会長のすばらしいお話ありがとうござい 

  ました。                           

・安達会員 本田会長、葉山幹事のベストプレ 

  イに感動しました。これからもひまわり亭と 

  すみれ斎場には足を運びたいと思います。本 

  当にお疲れ様でした。                                   

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・山口会員 本田会長、葉山幹事、一年間御苦 

  労様でした。                                                   

・山田会員 本田会長、葉山幹事、石蔵プログ 

  ラム委員長、一年間お疲れ様でした。11時間 

  後からは体をゆっくりして休んで下さい。 

                                       

・葉山幹事 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 


