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 皆さん、こんばんは。 

 昭和32年5月25日チャーターメ

ンバー21名で創立いたしました

人吉ロータリークラブは、諸先

輩のおかげで本日、累計3000回

例会を迎えることが出来まし

た。ありがたいことと思っています。 

 ご案内の通り、ロータリーの様々な活動の

中、例会が最も重要な活動であります。 

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

 私自身日々、職業奉仕に明け暮れております

が、週1回のこの例会の1時間は、職場を離れ、

ロータリアンとの会食や卓話を通じ、岡目八目

ではないですが自分を振り返り、客観視が出来

る大切な時間となっています。 

 小林清市パスト会長が、50周年記念誌の巻頭

に寄せ、「大きな困難に出会ったとき、打ちの

めされそうな挫折を味わないためにも、職場以

外自分が活躍するフィールドを持つことが大

切。自分を大切な存在と見做してくれる世界が

一つでもあれば救われる。それがロータリーで

あれば、これ以上の幸せはない」と 

書いておられます。その通りだなと思っていま

す。 

 後ほど、中島博之ロータリー情報委員長に

3000回例会記念の卓話いただきます。限られた

時間ではありますが、歴史と伝統ある人吉ＲＣ

の歴史を紐解いていただきます。 

 また、例会後の祝賀懇親会では、竹長一幸親

睦委員長を中心に、3000回例会を祝い、親睦を

深める工夫していただきました。心より感謝申

し上げます。 

 昨夜、自宅駐車場で空を見上げました。上弦

の月が出ており、すぐ横に明るく輝く星が見え

ました。たまたま孫に月を見せていた妻からあ

の星は何か聞かれましたが判りません。 

そこで調べました。火星でした。月へ大接近し

ています。懇親会後、お帰りの際、夜空を見上

げてください。 

 夜空も祝福する今夜の例会、語らい、楽しみ

ましょう。 

会長の時間を終わります。 

 

 

 

 
 



と思っていましたが、次の週の1957年6月1日

(土)第1例会と明記があり、創立記念日ではあ

りませんでした。 

昭和33年（人吉初年度）1月4日 

創立以来32回目の例会 

   会報第1号発行1月4日（土） 

   〃  2号発行2月1日 

   〃  3号発行3月1日     

   〃  4号発行4月5日 まで掲載。 

              （10年史より） 

月刊の会報は33年1月（人吉初年度）発行。 

この月刊会報がいつまで続いたかは掲載無し。 

現在のような人吉RC週報は、39年8月7日（人吉

８年度）第1号の発行です。卓話者は、地元選

出の福永一臣代議士による球磨川沿岸道路42２

年度完工への経過報告。 

（球磨川沿岸道路42年完工予定が、実際の開通

式は？） 

39年8月7日週報第1号として発行、本日が第

3000号？でしょうか？ 

例会数と週報の号数は7年以上違います。 

毎年50例会と単純計算でも、360回近くの差が

あります。 

先ずは、1000回を探すため現存する古い会報

（週報）探しから。同じ情報委員の浦田会員が 

入会以来の資料があると聞いていましたので 

協力してくださいました。 

（1978年11月10日浦田会員入会 週報708号） 

 

我がクラブの、現時点での１番古い資料は、

1969～1970 昭和44年（人吉13年度）紫安達郎

（永国寺）会長、矢田太（矢田製材）幹事時の

会報 第1例会に№294号とあります。 

人吉8年度の週報№1号から人吉12年度までの

№293号までの週報が現在見当たりません。 

これを基準にして1000号探しを始めました。 

渕田敏夫会長・釜田元嘉幹事の1978年11月10日

が浦田会員の入会日が708号、年度末で740号く

らい。毎年50回例会として単純計算で行くと 

週報1000号は1984～1985（豊成・浦田年度）か

1985～1986（伊久美・山口年度）の頃となりま

すが、この頃を№1000号と予想したのに、これ

より5年前の（1980～1981）矢田・赤池年度の

第45回会報には№835号通算1199回例会と明記

あり。 

ここで初めて、通算例会数が印刷された会報が 

出てきました。 

 

1980～1981年度（昭和55年：人吉24年度） 

矢田会長：赤池会長幹事 7月4日第１回例会 

№793号だけで例会数なし。同じ矢田年度の第 

45回例会会報には837号第1199回と明記あり 

1199回－837号 362の差あり 

    幹事  新堀純子 

 

①連絡事項 

・職業奉仕大会が12月2日大分で開催されます。 

 この大会で「職業分類という言葉が削除される 

 可能性がある」「職業奉仕が社会奉仕に組み入 

 れられる」の講演をうけ、職業奉仕をどう考え 

 るかという重要な議題を含めての大会になって 

 います。定員150名の先着順、参加希望の方は 

 私か事務局へお知らせください。 

 案内状は石蔵職業奉仕委員長へお渡しします。 

②掲示 

・人吉新聞社様より60周年への広告協賛のお礼状 

・人吉市共同募金委員会から「おくんち祭り」街 

 頭募金参加協力のお礼 

 社会奉仕委員会村田委員長お疲れさまでした。 

・例会会変更（熊本中央RC） 

③回覧  

・ハイライトよねやま 

・今月の“マイロータリー” 

 経済と地域社会の発足 

  出版物、RIページの紹介  

  

  

   委員長 馬氷愼哉 

 

【Ｒ情報委員会】 

 

     人吉ロータリークラブ 

      ３０００回記念例会 卓話 

 

                            委員長 中島博之 

本日の例会は3000回目の例会日で

しょうか？会報3000号の例会日で

しょうか？ 

人吉RC10年史、20年史、50年史か

ら調べてみました。人吉RCの第1例

会は、いつでしょうか？ 

 創立記念日の1957年（昭和32年）5月25日(土)

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 17名  1 0 / 5 例 会 60.32％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数 6名   

1名 修 正 出 席 率 69.94％ 

＊届け出欠席   渕田・板崎・岩井・岩下・川越・小林清・宮﨑 

        村山・内藤・中村・延岡・大賀・大久保・戸高 

        塚本・漆野・山賀  

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 9/27 人吉ＲＡＣ例会：安達・永尾 

        10/11人吉ＲＡＣ例会：延岡 

        10/13チャレンジカップ：平田・馬氷・山田 



1981～1982年度山口祐次会長・角ノ園幹事 

8月7日第43例会 №885号通算1247回と併記 

いつまで、併記したか？ 

どの時点で例会数だけに調整？したかは調べき

れませんでした。どこで、№号数が消えたか？

今は、まだ不明です。1982～増田力会長・斉藤 

積幹事（増田先生のご持参の資料に期待しま

しょう） 

1000号と明記された週報は存在しません。 

また、通算第1000回例会と明記された週報も存

在しません。通算第1000回例会日はいつ？ 

しっかり調べたいと思います。 

 

本日が、通算3000回目の例会となり通算2638号

の会報となります。通算2,000回例会は、片岡

年度８月7日、通算1000回例会は、嶽村・伊久

美幹事で6月10日の第48例会ぐらいとしましょ

う。 

通算1000回例会は、記念すべき例会でしたが、

当時、通算例会数は まだ記載されていなくて

会員の全員が1000例会と意識することなく

スゥーと通り過ぎたものと思います。また、記

念すべき会報の1000号も通算1362例会日に当た

るため、同じく1000号の記載もなく、全員が気

づ く 事 な く 静 か に 通 り 過 ぎ た の で し ょ

う・・・。 

通算1000回例会も1000号の例会も、また、通算

2000回例会と2000号の例会も本日の様な祝賀会

はありませんでした。 

1997年8月8日の通算2000例会には、増田力先生

の記念卓話あり。愛甲康先生発案のヘルス・サ

ポート委員会発足。春木正道（供願寺）入会 

那須俊之（薬局）入会 

 

本日の例会は、「創立総会5月25日第1例会とし

て」を、6月1日を第1例会として、満62年と第

13例会で第3000回目の例会です。会報は第2638

号となります。 

通算例会数と通算号数を併記していくと8年後

には会報3000号のお祝いが出来ます。 

通算4000回のお祝いは、23年後。その日の在籍

者は？今回の3000回例会の在籍年齢は85歳で

す。4000回で85歳に達する人は現在61歳で還暦

祝いをしました葉山稔洋会員以下が該当しま

す。（Rの友には例会を月2回にする決断をした

クラブも出来ていますので、お祝い年度が何年

後になるかは分かりません） 

 

調べているうちにこんな素晴らしい記録を見つ

けました。 

人吉RC奨学金給付制度は（10年史から） 

人吉RCの奨学金制度は、チャーターメンバーの

総意で？人吉RC創立2年度から始まっていまし

た。 

人吉RC昭和33～34年人吉2年度（10年史より) 

2月14日…山本敏晴君より、長男武喜氏の年金

を奨学金として人吉高校へ寄付の申し出あり。 

これを人吉高校へロータリー奨学金として年額

６万円を拠出を決定。 

この山本敏晴さんは、チャーターメンバーでは

ありません、入会された記録もなし、チャー

ターメンバーの山本定喜（山本屋）？山本博

（茶-椎茸半販売）の身内の方でしょうか？ 

昭和34年度（人吉3年度） 

7月01日…370区ｶﾞﾊﾞﾅｰ中牟田喜兵衛（福岡RC） 

山口県と九州一円が370区となる。 

7月04日…新会長（堤貞雄）就任披露宴を｢まる

て」にて開催 

本年度ロータリー奨学金受給の人高生決定 

上谷洋一(3年)船戸孝子(3年)本田涼子(2年) 

金光正範(1年)福田孝行(1年) 

山本奨学金受給の人高生決定 

福田 満(3年)西田 進(3年)佐々木統子(2年) 

山之内正俊(1年)沖田五十志(4年)の10名は 

西尾人高校長と共に例会に出席し、感謝の挨拶

を述べる。  

奨学金の給付額は、一人年額￥12,000であった

と思われます。 
・・・この頃の貨幣価値は？ 

国家公務員初任給￥12,000 大学卆初任給￥13,000 

高校卆￥8,200 日雇い日当1日￥500 

この、２つの奨学金制度が何時まで続いたか？

記録を探し当てません… が、見つかりました 

奨学金は、5年度で終了とありました。人吉6 

年度は図書を贈呈とあります。60年前、この人

吉高校奨学金を受けた人が居るそうです。(78

歳くらい） 

この昭和32～33年頃のロータリーは、 

33年1月4日会報第１号（月刊）発行以後 

2月08日・・・人吉青年会議所発会式 

3月09日・・・八代ロータリークラブ発会式 

5月20日・・・370区田中ガバナー公式訪問 

       午後6時30分人吉着 

         7時よりｸﾗﾌﾞ･ｱｯｾﾝﾌﾟﾘｰ 

         8時終了 

6月14日・・・ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ準備委員会決定 

  委員長：宮田 清 

  委員・・・山口宏：堤治助：碇清市 

       松田唯次：岡本大蔵  

（創立2年度） 

3月20日・・・人吉ＪＣ認証式 

3月25日・・・熊本ＲＣ創立20周年記念式典 

5月09日・・・八代ＲＣチャーターナイト 

5月28日・・・中津留君ﾆｭｰﾖｰｸで開かれるRI国  

    際大会に出席の為出発。 

6月7日～11日ＲＩ国際大会に出席 



６月13日・・・本日100回目の例会となった。 

６月30日・・・クラブ年間平均出席率80.02％ 

       平均年齢55歳09ヵ月 

人吉RCでは、創立2年度には月刊会報１号を、   

8年度には週報第1号を、1996年昭41年度創立10

周年度堤治助会長・西川秀生幹事年度には「会

員の栞（現：クラブ活動方針）を作成、配布。 

内容は、クラブ予算：行事予定：各委員会の行

事予定：定款及び細則：慶弔規約：出欠表等を

記入す。今と殆んど変わらないようです。 

第１号の栞を堤正博会員に探してもらっていま

す。ご尊父の会長時代に作られました第1号で

すから、ひょっとしたらと期待しています 

       

2010～2011（昭23年度人吉55年度）中川会長・

渡辺幹事以降に入会された会員の皆さんへ是非

知っていて欲しい記録です。 

友愛相談委員会です。2008年度（平20人吉52年

度まで委員会が有り、現在委員会構成はありま

せん。 

友愛相談委員会1979年（昭54人吉23年度田中義

人会長・堤正博幹事）→友愛基金委員会と改称 

1996年（平8人吉40年度堤正博会長・尾方芳樹

幹事） 

（友愛相談委員会）1979年（昭54第23年度）田

中義人会長・堤正博幹事の時。以来、毎年全員

12.000拠出し基金とする。第1号は、豊成改平

氏。堤正博氏でした。 

人吉第23年度から2002～2003（平井穣会長・中

村良郎幹事）まで23年間（全会員月額1000円を

拠出）年額12,000円。2003～2004（高山征治会

長・中川貴夫幹事）から前期5,000円：後期

5,000円年額10,000となった。2009年は、前期

￥5,000のみ。2010（平22人吉54年度）会員の

負担なしとなる。 

30年間会員の善意の結晶です。 

 

人吉40周年（堤正博会長・尾方芳樹幹事）年度

に規約改正。友愛相談委員会→ 友愛基金委員

会と改称し￥2,000万円を基金とし地域社会の

文化経済福祉の向上発展に寄与する事業に単年

度事業費￥100万円以内で計画実施。 

友愛基金委員会は、2009～2010（大久保勝人会

長・山賀勝彦幹事）年度まで。2010～2011（中

川会長・渡辺幹事）年度から栞からも消える。 

2014～2015(鳥井会長・有馬幹事）年度、片岡

社会奉仕委員長の下に、友愛基金から￥500万

円を原資に人吉ＲＣ奨学基金委員会を設立。毎

年奨学生6名（人吉高校4名・球磨工業高校2

名）を選出し、一人（年間12万円）を4回（4

月・7月・10月・1月)に分け支給。返済なしと

する。 

鳥井年度（1期生第1回4月支給） 

延岡年度（1期生第2回～4回、2期生第1回） 

本田年度（2期生第2回～4回、3期生第1回） 

井手年度（3期生第2回～4回、4期生第1回） 

有馬年度（4期生第2回～3回 現在） 

すでに、24名の受給生徒が居ます。 

これからも、先人の創設の意を想い有意義に 

永く使えるように人吉ＲＣ奨学基金委員会への 

特別寄付をお願いいたします。 

           人吉RC奨学基金委員会 

 

懇親会が待っています。今回は、ここまでとし

ます。お付き合い有難うございました。 

 

                進行 親睦委員会 

 

 

開会 有馬宏昭会長 

乾杯 堤脩パスト会長 

 

 

 

 

記念品贈呈 

     1000回例会在籍会員５名 

          
 高嶋康二名誉会員(欠席） 

 伊久美寛志会員    

 堤 脩会員   

 武末憲一会員         

 堤 正博会員 

   

 

 

 


