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点 鐘        井手富浩 会長 
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司会･進行     新堀純子ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 

 

       会長 井手富浩 
 

  皆様こんばんは。本日は例会時間を変更しま

しての賀寿会となっております。 

  後程御祝いの御挨拶をさせて頂きます。 

  さて、今週始めに梅雨入り致しましたが、ま

だ本格的な雨はない様です。しかしながら、昨

今の異常気象に鑑みますと、天候の急変に注意

して頂き、充分な備えを御願い致します。 

  まずは、報告からですが、先週5／26（土）に

開催されました熊本中央RC30周年に、11名で参

加してまいりました。オープニングからメイン

事業である「復興の歯車―東日本と熊本を繋ぐ

通 算 2 9 8 3 回 
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絆」と題しての復興祈念公演がありました。こ

れは2つの中学校の音楽と1つの高校のダンスで

したが、1校目は、全日本ブラスシンフォニーコ

ンクールで優勝した益城町立益城中学校の吹奏

楽部で、迫力のある演奏と、ときおりソロ演奏

する生徒さんのかわいいアピールに大きな拍手

を送りました。2校目は、全日本合唱コンクール

全国大会金賞受賞の熊本市立帯山中学校の合唱

部で、美しい歌声と6部に分かれる高度なテク

ニック、なによりもその清楚な歌声に、私も含

め涙目になるロータリアンが多数いらっしゃい

ました。そして最後に、全国高等学校フラ競技

大会、第7回フラガールズ甲子園、最優秀賞受賞

の福島県立好間高等学校のフラダンス部で、そ

の華麗なフラダンスは、リズミカルで、また時

には妖艶ささえ感じさせられ、おじさん達、も

とい、ロータリアンの皆様も魅了され、盛大な

エールを送らせて頂きました。 

  その それぞれ、福島と熊本の子供達の素晴し

い共演に感動し、大変楽しい一時を過ごさせて

頂きました。また、もう一つビックリした事が

ありました。熊本中央RCのスポンサークラブは

熊本西南RCであり、30年前にその特別代表を務

められた牧 勝美氏が御存命であり、挨拶に立た

れたことです。御歳、数えで100歳、背筋をピン

と延ばされ、足元もしっかりとされて、かく

しゃくと御挨拶をされる姿を拝見し、大正生れ

の気骨あるロータリアンの大先輩に敬意と感動

を覚えました。その牧氏の話にもありましたの

ですが、それぞれのクラブの周年事業等には、

そのそれぞれのクラブの歴史、経緯が反映さ

れ、当日の熊本中央RC周年もその特色のでた素

晴しい30周年式典だったと思います。 

  年度当初、会長所信の中で、当クラブの60周

年に訪れて頂いた多くのクラブ、ロータリアン

の皆様の友情に報いるべく、多くの皆様と答礼

に伺いたい旨を申し上げましたが、おかげ様

で、阿蘇 RC50周年、八代 RC60周年、熊本城東

RC30周年、多良木RC50周年、そして、今度の熊

本中央RC30周年と当クラブに来て頂いた参加人
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数以上で答礼にお伺いすることが出来、また、あ

と残ります、6／16の熊本南RC60周年にも20名以

上の参加を頂いて、答礼にお伺いすることができ

る予定です。ありがとうございます。 

  しかしながら、この周年事業は、当クラブの60

周年もそうでありましたが、各クラブにとって、

過去を振り返り、そして、未来を展望する「節

目」であり、先ほども申し上げましたが、それぞ

れのクラブの歴史、経緯が反映され、その特色が

でる事業だと思います。そしてこれに参加させて

頂く事は、クラブにとっても、個々のロータリア

ンにとっても、ロータリーをより良く知る上で、

大変な勉強になると思います。これはロータリー

の暦年には関係しないこととは思いますが、とく

にロータリーの暦年の浅い会員の皆様にとって

は、自分のクラブと他のクラブの違いを知る事

は、ロータリークラブをより良く理解し、今後も

ロータリアンとして経験、実践を重ねていく上

で、貴重で楽しい体験になることだと思います。 

  是非 次年度以降もこの様な機会をとらえて、

少し無理をしてでも、御参加頂きロータリーを感

じて頂きます様に御願い申し上げまして、会長の

時間とさせて頂きます。ありがとうございまし

た。 

 

 

      幹事  石蔵尚之 
 
（理事会承認事項） 

・5月18日にパスト会長による指名委員会が開催 

  され、全会一致で2019～2020年度ガバナー補佐 

  に中川貴夫パスト会長をご推薦頂き、本日の理 

  事会におきまして正式に承認されました。水野 

  ノミニー年度になります。 

（連絡事項） 

・人吉医療センター広報誌「翔」が届きました。 

  →回覧 

・ガバナー月信6月号を配布しております。 

・16日は熊本南RC60周年に25名で参加の予定です   

  ご変更は来週の４日までに事務局までご連絡下 

  さい。 

・6月30日(日)の人吉RACフォーチュンアクト例会 

  のタイムスケジュールが変更されました。人吉 

  街歩きの受付開始は9時から10時、懇親会の開 

  始時間は16時から18時への変更です。 

・人吉スターレーンよりボウリング無料券が届き 

  ましたのでご希望の方はお申し出下さい。 

・例会変更のお知らせです。八代南RCより6月19 

  日(火)の例会は慶寿の会により18時半より八代 

  グランドホテル。→掲示 

・来週の例会は取り止めです。その次週、15日か 

  ら今年度最後のクラブ協議会が始まります。 

・キッチンカーについてご連絡致します。今月は 

  6月10日は宇城で地域おこし団体の吉組様に利 

  用していただきます。そして、6月23日から24 

  日にかけては、大分県からの依頼により大分市 

  にキッチンカーを走らせることになりました。 

  これは、大分県などが主催するイベントへの参 

  加で、ロータリーの公共イメージ向上が目的で 

  す。一泊となりますが宜しくお願いします。 

・最後に、年会費納付のお願いです。本年度も  

  いよいよ最後の６月となりましたので、未納の 

  方はお忘れにならない内に、お早目の納付をお 

  願い致します。 

 

   ≪ 2019～2020年度ガバナー補佐決定 ≫ 

            挨拶 中川貴夫会員 

   5/18のパスト会長会におきましてガバナー補

佐の推薦を受け、本日の理事会で承認をいただき

ました。ありがとうございます。と言いますの

も、私はこれまで地区の副研修リーダーとしてガ

バナー補佐の皆さんを教育する役でありました。

これからはガバナー補佐として、ガバナーと一緒

になってクラブのサポートをし、情報を仕入れて

お手伝いをすることになります。水野年度になり

ますが第6グループのガバナー補佐として覚悟を

決めて一生懸命頑張りたいと思っておりますの

で、人吉ＲＣ皆様のご協力を宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

    委員長  原田知一郎 

 

【親睦委員会】            委員長  平田フク 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  76.56％ 

欠 席 者 数 15名  5 / 1 8 例 会 73.44％ 

出 席 者 数 48名 補 填 数    10名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 89.06％ 

＊届け出欠席   安達・有村・渕田・後藤・小林清・馬氷・増田 

          宮﨑・中村・延岡・戸髙・塚本・漆野・渡辺・山賀  

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   

 5/19地区管理運営委員会 ；延岡   6/2地区RA研修；安達 

 5/31～6/12 次年度委員会；渕田・後藤・増田・宮﨑・塚本 

                          漆野・渡辺・山賀 

６月の誕生祝い  

     塚本哲也 会員    7日      堀川匠太 会員   14日 

     葉山稔洋 会員  29日     戸髙克彦 会員   29日 

      

 

 

 

 

 

 

 ６月の結婚記念祝い 

      延岡研一 会員     21日    加登住 亮 会員  23日 



【寄付カード】    ニコニコ箱委員会 武末憲一 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・丸尾会員 賀寿御祝ありがとうございました。 

                                      

・堤脩会員 傘寿のお祝いをしていただきありが 

  とうございました。                  

・浅野会員 古希祝いありがとうございます。 

                                      

・葉山会員 本日は御祝いありがとうございま 

  す。赤いチャンチャンコを着る年を迎えること 

  になりました。今後もご指導の程宜しくお願い 

  します。                            

・伊久美会員 妻の欣子まで参加させていただき 

  ましてありがとうございました。       

・内藤会員 賀寿の皆様おめでとうございます。 

                                       

・片岡会員 ○中川パスト会長のガバナー補佐の 

  決定おめでとうございます。○賀寿を迎えられ 

  た皆様、本日はおめでとうございます。 

・浦田会員 ○賀寿祝の6名の方々誠におめでとう 

  ございます。○中川会員の次々年度ガバナー補 

  佐御苦労様です。                     

・井手会長 傘寿を迎えられました堤脩会員.丸尾 

  会員、喜寿を迎えられました堤正博会員.山賀 

  会員、古希を迎えられました浅野会員、そして 

  還暦を迎えられました葉山会員、本日は誠にお 

  めでとうございます。                 

・石蔵幹事 賀寿祝いの皆様、本日は誠におめで 

  とうございます。ご健康に留意されこれから 

  もご指導の程、宜しくお願い致します。 

・新堀会員 賀寿祝いの皆様おめでとうございま 

  す。先日のゴルフ愛好会で、たくさんのハンデ 

  を頂いていたので優勝しました!!取切り戦がん 

  ばります。                           

・水野会員 賀寿の皆様の益々のご健康ご長寿を 

  お祈り申し上げます。次々年度中川ガバナー補 

  佐承認おめでとうございます。宜しくご指導下 

  さい。                               

・鳥井会員 賀寿のお祝いをお受けになられた会 

  員の皆様、誠におめでとうございます。今後と 

  も健康に留意され、益々のご活躍をお祈りいた 

  します。                             

・武末会員 賀寿のお祝いの皆様、おめでとうご 

  ざいます。                           

〈Ｒ財団委員会〉 

・本田会員 本日賀寿をお迎えになられた会員皆 

  様の益々のご活躍とご健勝を心よりご祈念申し 

  上げます。                           

・中川会員 本日賀寿のお祝いを迎えられまし 

  た、堤脩会員、丸尾会員、堤正博会員、山賀会 

  員、浅野会員、葉山会員、おめでとうございま 

  す。又、今回、第６グループのガバナー補佐を 

  承認戴きありがとうございました。覚悟をし、 

  その年度頑張りますので人吉ＲＣの皆様のご協 

  力をお願いします。                   

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・浦田会員 ニコニコカードと同文         

・中川会員 ニコニコカードと同文         

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・山田会員 賀寿を迎えられた皆様、おめでとう 

  ございます。これからも益々元気であられます 

  ことを記念申し上げます。              

・堤脩会員 ニコニコカードと同文        

・片岡会員 ニコニコカードと同文         

 

         点 鐘  井手富浩 会長 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      進行：平田フク親睦委員長 

◇賀寿祝い会員入場 

◇御祝の言葉、記念品贈呈  井手会長 

  皆様、あらためまして、こんばんは。これより

年祝い寿ぎの宴へと入ってまいります。 

さて、本日 賀寿をお迎えになられる方が6名い

らっしゃいます。「傘寿」を迎えられる 堤 脩会

員、丸尾 孜会員、「喜寿」を迎えられる 山賀 

勝彦会員、堤 正博会員、「古稀」を迎えられる 

浅野 強会員、そして「還暦」を迎えられる 葉山 

稔洋会員です。本日は誠におめでとうございま

す。心よりお祝いを申し上げます。 

  本日午前9時半より、国宝青井阿蘇神社の神殿

におきまして、賀寿祭の御祓いを受けてまいりま

したが、清廉で、厳粛な雰囲気の中、祝詞奏上を

頂き、それぞれの会員の皆様方の御長寿と御健康

を祈願してまいりました。 

  先程、会長の時間でも申し述べさせて頂きまし

たが、クラブの周年事業と同じく本日の賀寿の御

祝いは、過去を振り返り、そして未来を展望する

「節目」であると思います。その節目を超えて、

今後も御仕事に、御家族に、そしてロータリーに

熱意と愛情を注がれ、充実した楽しい人生を歩ま

れることを切に御祈念申し上げまして、御祝いの

言葉とさせて頂きます。本日は誠におめでとうご

ざいます。 

 

◇賀寿会員挨拶 

傘寿 堤 脩会員 

  本日は傘寿のお祝いをロータリー

クラブで開いていただいてありがと

うございます。青井神社でのお参り

も設定していただきましたが未だ現

役で診療の中のため参列できません

 賀 寿 会賀 寿 会 



でした。しかしお守りはここに頂いております。

本当にありがとうございました。私は昭和14年１

月10日に生まれ来年初めに80才になります。3年前

の喜寿の祝いの時に昭和14年はウサギ年で小学生

の頃「あと10日早く生まれていれば寅年だったの

に残念で同級生のトラ年生まれを羨んでいた」と

いうことをお話しましたが、昨年日経新聞の連載

小説でサントリー創業者の鳥井信治郎氏の話の

「琥珀の夢」を読んでいたら、信治郎氏は明治12

年１月30日生まれでこの歳はうさぎ年でしたが節

分までに生まれたものは前年の干支であるという

ことで寅年生まれとして生涯を通したと載ってい

ました。これを読んで私も昨年から同級生と肩を

並べて寅年生まれと言えるようになりました。今

から先はウサギ年としての７７年間に比べるとほ

んの少し間とは思いますが生まれ変わりましたの

でよろしくお願いいたします。本日はお祝いをし

ていただきましてありがとうございました。 

 

傘寿 丸尾 孜会員 

  青井阿蘇神社にてお祓いを受け、

そして賀寿の御祝いまでしていただ

き、人吉RC会員の皆様、井手会長、

石蔵幹事にはたいへんお世話になり

ました。一生忘れません。有り難う

ございました。 

 

喜寿 堤 正博会員 

  本日は喜寿のお祝いをしていただ

き誠にありがとうございます。ロー

タリーも1974年12月入会以来44年目

を迎えています。まだまだ元気です

のでもうしばらく頑張っていきたい

と思っています。昨年末には叙勲を

いただきました。人生のひとくぎりであったと

思っています。会員の皆様には祝賀会にも多数ご

出席いただき大変光栄に思います。ありがとうご

ざいました。これからも人吉ロータリーの皆様と

のお付き合いを大事にして頑張っていきたいと

思っています。本日はお祝いをいただきありがと

うございました。これからも宜しくお願いしま

す。 

 

喜寿 山賀 勝彦会員 

  皆様方に喜寿のお祝いをしていただきまして、

誠にありがとうございました。古希の祝いをして

いただいたのが、つい昨日のように思えますが、

あっという間に喜寿になってしまいました。一昨

年、息子に職を譲り、自分なりにのんびりと過ご

しています。後期高齢も過ぎたこれからは、一病

息災で充実したスローライフを楽しみたいと思い

ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

古稀 浅野 強会員 

  古希のお祝い誠に有難うございました。 数えで

はありますが七十の声を聞く齢になりました。体

力は変わっていないと思いつつ、疲

れが残るのと飛距離落ちを感じま

す。サラリーマンで36年、社長業で

16年、我ながら、ようやってきたな

と思います。社長業は、もう少し

やって20年を機に、子供にバトン

タッチし、家内と林住期の生き方を楽しもうと考

えています。今後共宜しくお願い致します。 

 

還暦 葉山稔洋会員 

  6月29日で満60歳になります。父と

社長を交代してから、約30年好きな

運動(ゴルフもテニスもスキーも)や

めて、がむしゃらに突っ走って来ま

した。お蔭様で体系(お腹)も売上も

借金も親父を超えたと想いますが、 

今でもチェーンソーで丸太を切り、斧を振り下ろ

している90歳の元気な姿を見ると、あの年を超え

られるかなと不安になっております。親父を超え

る為にも少し運動を始めようと思っております。 
 
 
 
 
◇乾杯 伊久美寛志パスト会長 

◇手に手つないで 

 

◇閉会 

 有馬宏昭会長エレクト 

  


