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  皆様こんばんは。本日は

ローターアクトクラブとの

合同例会 忘年会です。久保

山会長他アクトのメンバー

もたくさん来てくれていま

す。この後、忘年会で楽し

く語りあいたいと思います。 

  さて、今年も残すところあとわずかとなっ

てまいりました。私も会長としての折り返し

地点に近くなってきましたが、今月の年次総

会で、有馬次年度の理事、役員も決まり、エ

ンジンに灯がともりました。また、水野ノミ
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ニーの誕生を受け、当クラブの62代、63代と

継ぐ道筋が見えてまいりました。皆様方の御

協力ありがとうございます。 

   今年を振り返ってみますと、本田年度で

は、2月の台北稲江ＲＣ30周年記念式典への参

加、地区大会、地区研修協議会をへて、4月の

「命のキッチンカー」キックオフ、そして、

なによりも、5月の当クラブの60周年記念式典

とその前日に行われました、台北稲江ＲＣ第4

次姉妹締切調印式、本年度になりましてから

も永田ガバナー公式訪問、熊本第6グループＩ

Ｍ、そして、先月のチャレンジカップ陸上競

技大会と、通常の例会の他、多くのイベント

に多くの会員の皆様の参加を頂き、誠にあり

がとうございました。ただ、ロータリーで一

つ気になっております事は、当地区のガバ

ナーノミニーが、まだ決まっていない事で

す。通常より1年近く遅れる異常事態になって

おりますが、早晩決まるものとは思います

が、忌憚しております。 

  また、国内に目を向けますと、経済的に

は、国内有力企業の不振や不正問題、政治的

には、重要な国策がなかなか進まない今の国

会には不満がありますが、安倍内閣の強力な

リーダーシップに期待しています。さらに

は、今年も「九州北部豪雨」に代表される自

然災害も多発しました。自然は、私達に豊か

な恵みを与えてくれますが、一旦キバを向く

と、尽大な被害をもたらします。自然に対し

て、私達は常に感謝と畏怖の気持ちを持ち、

備えなければならないと思います。 

  次に、国外に目を向けますと、まさに激動

の時代を迎えております。1月のアメリカ ト

ランプ大統領の誕生、2月には金 正男氏の暗

殺、世界各国（ロシア、イギリス、フランス

等）での大規模なテロの発生、隣国の韓国で

は、朴 大統領の罷免から、現在の文 大統領

への交替、そして、なによりも北朝鮮の「核
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実験とミサイル」の挑発問題、さらには、現

在、中東は混乱の泥沼化に直面しております。 

  大国のパワーバランスが崩れかけ、その同盟

国、関係国の利害がせめぎあい、いつ何時、ど

の様な事態が発生するか予断をゆるさない状況

が続いております。私達日本人にとって喫きん

の問題では無いという方（国会の野党等）もい

らっしゃいますが、中国、北朝鮮、韓国は隣国

であり、また、中東に、石油、ガス等の80％を

依存する我が国にとって、そのどこで実際の紛

争が起こっても、もちろんアメリカの介入によ

る紛争ぼっ発の可能性もあり、我国に与える影

響、被害は尽大ものになります。 

  国民の生命と財産を守る事が、国家の責務で

あり、その国家がささえるのが、私達国民一人

一人の務めだと思っています。 

  ところで、今年の漢字は「北」に決まりまし

た。我クラブにも約一名おられますが、これは

もちろん、北朝鮮の脅威が一番ですが、九州北

部豪雨や、北海道日本ハムファイターズ等、今

年おこったことが理由になっている様です。我

クラブでも国際奉仕の継続事業である第12次青

少年交流を「北」の影響により延期しました。

また、来年度以降 実施できるか、現在のとこ

ろでは、判断できない状況です。 

  年末に少し暗い話となってしまいましたが、

これから望年会です。来年に向かって、明るい

希望を語りあい、楽しい一時にしたいと思いま

す。これで会長の時間を終わります。ありがと

うございました。 

 

 

       幹事  石蔵尚之 

 

（理事会承認事項）なし 

（連絡事項） 

・第2720地区より当クラブ「命のロータリー 

  キッチンカー」事業が今年度ガバナー特別 

  賞受賞決定、熊本・大分地震の復興支援にス 

  ポットを当て５クラブに贈られます。本田委 

  員長、葉山副委員長、中川パスト会長の管理 

  運営委員会をはじめ会員の皆様のご協力の賜 

  物だと感謝申し上げます。３月の地区大会に 

  おいて表彰式・活動報告を行うこととなって 

  おりますので本田委員長には宜しくお願いい 

  たします。 

・本日は忘年会につき全員スマイルです。 

・本日15日の午前９時すぎから、青少年奉仕 

  委員会事業の「音楽による心の豊かさプロ 

  ジェクト」が人吉一中で開催されました。寒 

  い中でしたが、クラシックや映画音楽など弦 

  楽器を中心とした演奏に全校生徒も聞き入っ 

  ていたようです。葉山委員長、加登住副委員 

  長、後藤会員には大変お世話になりました。 

・人吉市国際交流協会より人吉観光案内人養成 

  講座のご案内 →回覧 

・イスミ商事より熊本市の高見商店との資本提 

  携及び中央RC会員・岡本光雄様の会長就任の 

  お知らせ→掲示 

・八代RCより創立60周年記念式典並びに祝賀会 

  のご案内が届きましたので配布しておりま 

  す。 

   日時；平成１８年２月２４日 １３時～ 

   場所；セレクトロイヤル八代 

  出欠確認、移動手段などFAXでご案内いたし 

  ますが、当クラブ60周年の折に八代RCより19 

  名のご登録をいただいておりますので、私た 

  ちもそれに応えて 多くの会員の皆様と出席 

  したいと存じます。どうぞ宜しくお願いいた 

  します。なお、来週22日の例会にキャラバン 

  でご来訪の予定です。 

・例会変更と取り止めのお知らせ →掲示 

  熊本西RC  熊本市内合同新春例会のため   

             １月４日→５日に変更 

            新春家族例会のため 

             １月18日→19日午後６時半～ 

  八代南RC  12月26日と1月2日は取り止め 

          八代４クラブ合同新年会例会のため 

           １月９日→11日午後６時半～ 

・１２月は半期締めの月となります。会費未納 

  の方はお早めに納入をお願いいたします。 

 

   委員長  原田知一郎 

【次年度】 

  2018-2019年度2720地区 出向者委嘱状伝達 

   クラブ奉仕委員会委員  延岡研一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  65.08％ 

欠 席 者 数 22名  1 2 / 1 例 会 77.78％ 

出 席 者 数 40名 補 填 数 1名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 79.37％ 

＊届け出欠席   板﨑・中村・延岡・本田・有村・村田・下田 

               宮原・尾上・渕田・岩下・後藤 

出席免除会員(b) 愛甲(出席），釜田 

＊メークアップ  11/24米山カウンセラー報告会；宮原    



【人吉ローターアクトクラブ】 
  
      会長  久保山慧美 

 

こんばんは。人吉ＲＡＣ今期会

長の久保山です。日頃から、絶

え間ないご支援をいただきまし

て、本当にありがとうございま

す。また今年も人吉ＲＣの皆様

と合同で例会を、そして忘年会

に参加をさせていただきますこと、当クラブを

代表しまして、心からお礼申し上げます。 

 さて先日、例会にお邪魔した際、「ひとよし

産業祭」チャリティーバザーへの出店をご報告

しましたが、あの後もうひとつ「人吉球磨マル

シェ」にも出店いたしました。皆様には、たく

さんの品物をご提供いただきまして、また出店

スペースにもお立ち寄りいただき、本当にあり

がとうございました。 

 さて、アクトの通常例会にももちろん「会長

の時間」というのはございまして、私はその時

間に、毎回１冊ずつ、オススメの本紹介をして

います。せっかくですので、今日もひとつ本…

のようなものをご紹介をさせていただきたいと

思います。 

 皆様は、手帳をつけていらっしゃいますで

しょうか？私は仕事とプライベートの予定を１

冊のスケジュール帳に記録しています。予定と

すべきこと、やったこと、などを書いているの

ですが、これを読めばおそらく、私がどういう

行動をとってきたのか、筆跡からは当時の焦り

具合とか心もちなんかも読み取れると思いま

す。 

 私には、読みたくてももう読めない手帳があ

ります。92歳で亡くなった祖父がつけていた手

帳です。毎日、座布団に座って新聞や本を読む

か相撲を見るかしていた祖父は、黒い手帳に、

達筆な字で何かをぎっしり書いていました。お

通夜の夜、私の弟がその手帳を読みながら泣い

ていました。どんなことが書いてあるのかを親

せきに聞いたところ、祖父が衛生兵として体験

した戦争の記録・記憶が書かれていたというこ

とでした。今は残念ながら、その手帳がどこに

あるのは分かりません。ですので、私はもうそ

の手帳を読むことができません。 

 私は常々、この世にあるほとんどの本は、作

者の長い独り言・もしくは手紙のようなものだ

と思っています。祖父のあの黒い手帳も、きっ

と私たち孫、もっと大きく言えばこれからを生

きる子供たちに伝えたいことを詰め込んだ手紙

だったのではないかと感じています。 

 さて、幸運なことに本日は、私たちアクター

の人生の先輩である元気なロータリアンの皆様

が、多数会場にいらっしゃいます。紙面を介す

るまでもなく、顔を合わせて、色んなお話を

聞かせていただきけることと、楽しみにして

おります。後程、アクターがご挨拶にお邪魔

するかと思いますので、どうぞその際はご対

応をよろしくお願いいたします。 

  最後になりましたが、いよいよ年末が迫

り、今期も残すところあと半分ほどとなって

しまいました。今年もたくさんお世話にな

り、本当にありがとうございました。来年か

らも、どうぞ変わらぬご支援、ご指導をよろ

しくお願いいたします。 

以上をもちまして、会長の時間を終わりま

す。ありがとうございました。 

 

 

      幹事  尾方 茜 

 

  いつも大変お世話になってお

ります。幹事報告をさせていた

だきます。先日、熊本グループ

と大分グループの忘年会が開催

され、少ない人数ですが、人吉

からも参加してきました。他のアクトとも交

流ができました。 

  続きまして、今後のアクトの例会について

お知らせいたします。12月21日に12月第２例

会があります。クリスマスが近いこともあっ

て、クリスマス例会となります。プレゼント

交換会を企画していますので、1000円程度の

プレゼントを用意して頂ければと思います。

また、今後の例会で、大口RACとの合同例会も

企画しています。ロータリーの皆様のご参加

をお待ちしています。      

   

【寄付カード】       

〈ニコニコ箱委員会〉忘年会全員スマイル   
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  司会進行：親睦委員会 

    平田フク委員長 

    北  昌二郎委員 

  

 

 

 

 

 

井手会長挨拶 

  皆様あらためまして、こんば

んは。これより恒例の忘年会で

す。先程 会長の時間でも申し上

げましたが、本年は、ロータ

リーでも、日本でも、また世界

でも変化の激しい年となりまし

た。また、来年にかけても特に

海外状勢は、楽観のできない状況が続く様で

す。 

しかしながら、会員の皆様、ローターアクトの

皆様、それぞれに大変だった事やあまり良くな

かった事は、忘れつつ、さらには、それを糧に

して、来年につなげてゆく望年会にして頂けれ

ばと思います。 

  私自身は、会長職も折り返しを迎え、だいぶ

慣れてきたと言いたいところですが、まだ、

アップ、アップの状態が来年も続きそうです。

個人的には、本日公開の「スターウォーズ／最

後のジェダイ」をいつ見に行こうかとワクワク

している事もありますが、これまでの会員の皆

様方の御協力に感謝を申し上げつつ、今後共宜

しく御願い致します。 

  最後になりましたが、本日の忘年会を企画、

運営して頂きます、平田委員長他親睦委員会の

皆様には、大変お世話になります。全員で望年

会を楽しみましょう。おわります。 

 
 
乾杯  伊久美パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手に手つないで 

  

閉 会  

有馬宏昭会長エレクト 


