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       会長 井手富浩 

 

  皆様明けましておめでとう

ございます。 

  暦の関係で３週間ぶりの例

会となりました。会員の皆様

にはそれぞれ健やかで、希望

に満ちた新年を御迎えになられたことだと思

います。本年も宜しく御願い申し上げます。 

  まずは、来訪者の御紹介を致します。まず

は当クラブの名誉会員 高嶋康二様です。ま

た、米山奨学生 王 辰寧さん、郭 暁萌さんで

す。また、合同例会ということで、アクトの
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諸君が来てくれています。一緒に新年会を楽

しみましょう。 

  さて、昨年は当クラブにとりまして、増田 

力 パスト会長、釜田元嘉 パスト会長の御逝

去という悲しい出来事がありました。お二人

のこれまでのクラブに対します御貢献に感謝

を申し上げ、御冥福を御祈り致したいと思い

ます。 

  しかしながら、新年を迎え嬉しい事がござ

います。増田 力会員の御次男であらせられま

す、人吉中央ＲＣの増田隆二会員が、移籍会

員として本日当クラブへ御入会頂きました。

後程入会式を行いますが、クラブ会員一同大

歓迎致します。ありがとうございます。 

  ところで、皆様は「神社」に初詣や祈願祭

に行かれましたでしょうか？新年を迎え、新

たな気持ちで祈願し、これまでに感謝を申し

上げる事は、意義のあるすばらしい行いであ

ると思っておりました。しかし、ある本によ

るとそれだけでは不十分だと言っています。

「ありがとうございます」と言うのも、自分

に関することで、感謝しているだけでは、ま

だまだ自分本位であり、「願い」というの

は、自分のために叶えたいもの。それに対し

て、世のため人のため、自分を超えた存在の

ために叶えたいものは「祈り」であり、神社

は、「願う」場所ではなく、「祈る」場所で

ありたいと書いてありました。また、商売人

や経営者は、神社にお参りして、「商売繁

盛」を願う人が多いと思います。ところが、

江戸時代の商売人は「諸国客衆繁盛」を祈っ

たということです。 

  「諸 国」は「全 国」、「衆」に は「す べ

て」と言う意味があり、自分の店に商品を買

いに来てくれる人だけでなく、仕入先や取引

先も含めて、広い意味で「すべてのお客

様」、それ が「客 衆」で す。「商 売繁 盛」

は、「自分の商売がうまくいきますように」
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と言う願いです。それに対して「諸国客衆繁

盛」というのは、「自分につながるすべてのお

客様の商売がうまくいきます様に」とすべての

お客様の繁栄を祈るもので、「売り手良し、買

い手良し、世間良し」の「三方良し」が伝統的

な日本の経営の理念であり、これに「奉仕の理

念」を加味したものが、ロータリーの金看板で

ある「職業奉仕」だと思います。また、「願

い」と「祈り」の違いは、「夢」と「志」の違

いと重なります。 

 「夢」は、自分が叶えたいもの。言ってみれ

ば「for me」の思いが「夢」だと思います。対

して「志」は「利他心」、自分が叶えなくても

他の誰かが叶えてくれたらそれでいいと思える

ような、我を超えた、我を手放した、もう一段

高いレベルの想い。言ってみれば「for you」

の思いが「志」なのではないかと思います。 

これもまた、ロータリーの「超我の奉仕」につ

ながる大事な違いだと思います。さらには、

「願い」「夢」は、「目標達成型」の生き方で

あり、「祈り」「志」は、「天命追求型」の生

き方です。それはどちらも人生の中では大切な

生き方だと思いますが、目標を目指すだけでは

なく、「今、ここに」全力投球した時に、道が

開ける。そして、それを積み重ねる事で、天命

によって運ばれていくということが、古来より

の日本人の生き方に近い様です。私もこの様な

生き方を目指したいと思っております。 

  これで会長の時間を終わります。あと半年、

精一杯努めますので宜しく御願い致します。 

ありがとうございました。 

 

                

      幹事  石蔵尚之 
 
（理事会承認事項） 

・下田文仁会員より退会の申し出があり承認し 

  ました。 

・下田会員退会に伴い、延岡社会奉仕委員会副 

  委員長の社会奉仕委員長及び理事就任につい 

  て承認しました。 

・3月17日の地区大会において欠席者負担金が 

  承認されました。欠席者の方には5,000円の 

  ご負担を宜しくお願い申し上げます。 

・地区大会の同伴者（夫人）登録料5,000円の 

  半額を補助することと致します。振るっての 

  ご参加をお願い申し上げます。 

（連絡事項） 

・ロータリーレート今月１ドル１１４円です。 

・八代RC60周年の登録状況は現在１９名です。 

  本日最終確認を致しますのでご出席の方は例 

  会終了までに幹事へお申し出ください。 

・相良村の社会福祉法人ひまわり会あさひケ丘 

  様より広報誌が届きました。→回覧 

・地区ローターアクトより、第３１回大分グ 

  ループ留学生交流会のご案内が届きました。 

  津久見アクトクラブ主管により運動会を通じ 

  ての交流がメインプログラムとなっておりま 

  す。回覧しておりますので参加ご希望の方は 

  お申し出ください。 

・明後日の１４日は１月のキッチンカー復興交 

  流会です。今回は被災地の立野地区で行われ 

  ます「どんどや」に合わせて炊き出しを行い 

  ます。ご夫人を含めて12名に参加していただ 

  く予定です。どうぞ宜しくお願いします。 

・来週１９日はクラブ協議会です。管理運営部 

  門の委員長の皆様には資料の準備、宜しくお 

  願いいたします。 

 

【来訪者挨拶】 

   高嶋康二名誉会員                    

     

         

 

      委員  和田栄司 

    

       入 会 式 

          増田隆二会員 

 

新会員紹介        推薦者人吉中央ＲＣに代り 

                            幹事 石蔵尚之 

  推薦者の人吉中央RC様に代わりましてご紹介

申し上げます。増田隆二様は昭和３５年１２月

１１日のお生まれで現在５７歳。鹿児島大学医

学部をご卒業され、増田クリニックの院長先生

です。昨年１０月２２日にお亡くなりになりま

した増田力先生のご二男で、このたび人吉中央

RCからの移籍となります。ロータリアンとして

も２５年の大先輩でいらっしゃいます。詳しく

は後ほどご挨拶をいただきたいと思います。 
 
ネームプレート贈呈及び歓迎の言葉                  

                             会長 井手富浩 

  ご入会おめでとうございます。増田会員の

ロータリー歴は25年5ヶ月、人吉ＲＣ会員で増

田会員よりＲ歴の長い方は15名しかおられませ

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  69.84％ 

欠 席 者 数 19名  12/29例会取止め  

出 席 者 数 43名   

免 除 会 員 出 席 者 数 1名   

＊届け出欠席   青木・浅野・渕田・堀川・板﨑・岩下・加登住 

               川越・小林清・丸尾・宮﨑・内藤・中村・岡 

               大久保・外山・堤正・堤脩・漆野   

出席免除会員  (b) 愛甲 



ん。ロータリアンとして 

教えて頂けることも多々 

あると思います。どうぞ 

宜しくお願い致します。 

 
 
新会員挨拶                    増田隆二会員 

  過分なるご紹介を頂きありがとうございま

す。父の遺志により人吉中央ＲＣから移籍入会

をいたしました。Ｒ歴は長いですが一から学ぶ

つもりでおりますので末永く宜しくお願い申し

上げます。 

援助する会員の指名         

Ｒ情報委員長 中島博之 

  細則により、Ｒ情報委員会は新会員を援助す

る会員を指名することとなっております。増田

会員よりＲ歴が長く親戚でもあられる有村隆徳

会員にお願いしたいと思います。 
 
所属委員会の発表            幹事 石蔵尚之 

  増田隆二会員には雑誌委員会と青少年奉仕委

員会に所属して頂きます。委員会の皆様宜しく

お願いいたします。       

 

 

 

 
 
 

 

【人吉ローターアクトクラブ】 

                                

      会長 久保山慧美 
 

  あけましておめでとうございま

す。人吉ＲＣの皆様には、いつも

絶え間ないご支援をいただき、誠

にありがとうございます。本年も

何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

 さて、12月の合同例会の際も会長の時間をい

ただき、手帳についてお話しました。本日は、

最近読んだ本の中からオススメの小説を１冊、

ご紹介したいと思います。 

 オススメの本はこちら。観音寺遼・作「そら

と陸の約束」です。人吉新聞さんでも紹介され

ていたのでご存知の方も多いかもしれません

が、この本は人吉球磨を舞台に書かれていま

す。主人公は、「そら」という少女と、「陸」

という少年です。あらすじを簡単にご紹介しま

す。種田山頭火の石碑の前でたまたま出会った

二人は、高校卒業までの６年間かけて相良三

十三観音めぐりを達成しようという“約束”

をします。それから春と秋の一斉開帳の時期

に、自転車に乗って観音堂を回り、心を通わ

せていきますが、あとすこしで三十三ヶ所を

達成しようという時に、そらは病気になって

しまい、治療のため離れ離れになってしまい

ます。しかしそれから数十年後、別々の道を

歩んでいた２人は、初めて出会った時と同じ

ように偶然の再会を果たし、お互いの記憶

や、空白の時間を埋めていく――というお話

です。なにしろ舞台が人吉球磨でして、この

近くで言えば瀬原観音や人吉城跡などの詳し

い風景描写もされています。当然、登場人物

は球磨弁で話します。知っている場所、さら

に実在する人の名前や歌が次々と出てきて、

楽しいです。 人吉球磨の詳しい描写はさるこ

とながら、飾り気のない素直な文体は、まる

で人吉球磨に吹く春風のようで、きっと観音

寺遼さんは人吉球磨に長く住む方なのだろう

なと思いました。 

  観音寺遼・作「そらと陸の約束」、のんび

り読んで、自分の学生時代を振り返るのもよ

し、また学生のお孫さんにプレゼントするの

もいいかもしれませんね。今日のオススメの

１冊でした。 

  さて続きましては、本日、幹事と副幹事が

仕事で合同例会に出席ができないため、代わ

りに幹事報告をさせていただきます。 

まず、第2720地区の行事への参加報告です。

今月21日に、大分県で「地区連絡協議会およ

びインターシティミーティング」が開催され

ます。当クラブからは、私・久保山と副会長

の宮原、そして蓑田会員の３名で参加してま

いります。 

  次に、１月第２例会のご案内です。１月25

日に大口ＲＡＣと合同「新年会例会」を行い

ます。第2730地区の地区行事に参加したのが

きっかけとなり、開催が決まりました。大口

の皆様に人吉まで来ていただきます。地区を

超えて交流ができる貴重な機会ですので、多

くのご参加をお願いいたします。 

幹事報告は、以上です。 

 さて、本日この後の新年会に、私たちも出

席させていただきますこと、うれしく思いま

す。途中、当クラブ会員によるささやかな余

興を披露させていただきますので、お楽しみ

いただけますと幸いです。 

 早いもので、今期も半分を過ぎました。ま

だまだ会長として未熟な私、そして成長なか

ばの会員16名ではございますが、今後とも、

あたたかいご支援・ご指導をよろしくお願い

いたします。 

          2017学年度  米山奨学生 

        王辰寧さん １月奨学金支給 



【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 戸髙克彦 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・高嶋康二名誉会員                 

・葉山会員 増田先生のご入会を記念してニコ 

  ニコします。                       

・新年会全員スマイル               

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山会員 高嶋名誉会員、ももちゃん、萌 

  ちゃんの来訪を記念して米山に寄付します。 

                                     

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 

 
 

 

 

米山奨学生王さん、郭さん挨拶 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

人吉ＲＡＣによるマジックショー♪ 
 

オークション  お買い上げありがとうございました！ 

手に手つないで 

閉会の言葉  有馬会長エレクト 

素敵な着物姿、お二人共よく似合っていますね！ 
 

         

 

                進行；親睦委員会 塚本哲也 

会長挨拶 

  皆様改めまして、新年あけましておめでとう

ございます。御家族おそろいで、健やかで希望

に満ちた新年を迎えられたこととお慶び申し上

げます。 

  日頃より、私達会員を支えて頂いておりま

す、奥様方を御迎えしての新年会ということ

で、たいへんうれしく思っております。 

  さて、新年会恒例の、金婚、銀婚祝ですが、

金婚の堤 正博・照子様御夫妻、銀婚の青木一

幸・浩子様御夫妻、共にご都合がつかず、残念

ですが、次回の例会以降で御祝いをしたいと思

います。 

  しかしながら、本日は、会員の皆様、会員の

奥様方、名誉会員、米山奨学生の皆様、また、

ローターアクトの諸君も含め、70名以上の参加

を頂いております。ありがとうございます。 

ここで御報告があります。本年3月17日に開催

されます地区大会で、当クラブの「命のロータ

リーキッチンカー」事業が、ガバナー特別賞を

受賞することとなりました。これは、本田直前

会長の御貢献もさることながら、ここに御集ま

りの全員の皆様方の御協力の賜でございます。

重ねまして、お礼申し上げます。 

  今年度も半ばを過ぎましたが、これまでの御

協力に感謝を申し上げ、今後共にさらなる御力

添えを賜ります様、宜しく御願い申し上げま

す。 

  最後になりましたが、新年会の計画、運営を

して頂きます、親睦委員会、ＳＡＡ員会、ロー

ターアクトの皆様、お世話になります。宜しく

御願い致します。 

恒例の新春オークションもございます。全員で

新年会を楽しみましょう。おわります。 

新年会新年会  

乾杯  

    伊久美パスト会長 


