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   第56回人吉花火大会ご協賛について 

        （ご案内） 
 
      人吉商工会議所 黒肥地昭夫様 

 本日は10月11日に開催します人吉花火大会

の協賛のお願いに参りました。例年人吉花火

大会は8月15日に開催して参りましたが、今

年４月に宮崎県内にて口蹄疫が発生したため

延期をしまして、10月11日(月)体育の日に行

うことといたしました。本年も観覧場所を中

川原公園とふるさと歴史の広場に設け、大会

本部を中川原公園に設置して開催します。宣

伝用や各種お祝等につきましてもオリジナル

花火として受け付けておりますので、何卒ご

協賛いただきますようご案内いたします。花

火の種類・価格及び広告宣伝、申し込み問い

合わせにつきましては配布いたしましたチラ

シをご覧下さいますようお願い申し上げま

す。本日は貴重なお時間を頂きましてありが

とうございました。 

 

        中川貴夫会長   
 

 朝夕は、めっきり涼しくなり凌ぎやすくな

りましたが、まだまだ、日中は暑い日もある

ようです。ご注意下さい。 

 先週は、例会を休みにさせて戴きましたが
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第 11 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂 委員 

如何お過ごしになられたでしょうか？つい習

慣で、鮎の里の例会場に来られたメンバーは

いらっしゃいませんでしたか？今日は本当に

久し振りと言いたい気分ですが、相変わらず

会長の時間、原稿は待ってくれませんので一

応作って参りました。 

 今日は、私の年度になり初めての外部講師

をお招きしております。短い時間だけ私にお

付き合いをお願い致します。 

 さて、前例会でお話致しました様に９月18

日は大分にて13時より「ロータリー財団セミ

ナー」が開催され、和田ロータリー財団委員

長さん、伊久美ロータリー財団副委員長さん

と私、３人で参加して来ました。第2750地区

ロータリー財団副委員長の高橋茂樹氏が「寄

付金と補助金—ＭＧの事例研究」と題して講

演をされました。研修会内容は、和田Ｒ財団

委員長がお話されると思いますので、ここで

は省きますが、ＭＧとは？分かりますか。 

実は、マッチング・グラントの事なのです

が、マッチング・グラントとは？ 

「ロータリー・クラブと地区が他国のロータ

リアンと協力して、国際的な人道的プロジェ

クトを遂行するのを援助することである。」

と、説明をされております。ロータリー財団

は、米貨１ドルの現金寄付に対し、米貨50セ

ントの補助金を提供する。地区財団活動資金

（ＤＤＦ）からの寄贈はいかなる場合も、米

貨１ドルに対し、米貨１ドルの補助金を財団

が提供します。 

マッチング・グラント・プロジェクトは、 

・国際的規模のものでなければならなりませ 

 ん。（すなわち、最低２カ国における少な 

 くとも２つのロータリー・クラブ又は地区 

 が関与していること）。 

・財団の資格条件に関する指針を遵守しなけ 

 ればなりません。 



とあります。詳しい事は、手続き要覧に載っ

ておりますのでお読み下さい。 

 要するに、「財団に寄付したら有効に補助

金を貰い、奉仕をして下さい。」という事だ

と思います。後の説明は、和田Ｒ財団委員長

さんにお任せ致します。 

 続きまして「新幹線開通記念、ロータ

リー・クラブ３２０キロ駅伝」についてです

が、今日午後７時より、人吉ＲＣ、人吉中央

ＲＣ、多良木ＲＣの話し合いを致します。我

がクラブからは、大久保直前会長、幹事、私

が出席し、「するのか？しないのか？」を含

めて会議を行って来ます。改めて報告致しま

すのでよろしくお願い致します。 

 ところで、本田光廣ガバナーエレクトよ

り、次年度ガバナー補佐推薦依頼が届きまし

た。熊本第６分区は、次年度、人吉ＲＣから

出すようになっております。前回は、高山パ

スト会長がなられました。理事会にはかり検

討を致したいと思いますが是非、皆さまから

の推薦もよろしくお願い致します。 

2010-2011年度ＲＩテーマは、 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 
 
     渡辺洋文幹事 
 

【9/3 第３回定例理事会での承認事項】 

○人吉ロータリー定款変更の件（承認） 

○8月19日～22日青少年交流のメイクアップ  

             （２回で承認） 
 
【連絡事項】  

(1)平成22年度「青少年健全育成フォーラ 

 ム」の開催の案内がとどいておりますので 

 新世代の岩井委員長にお渡し致します。 

  日 時: 平成22年10月24日 

(2)国際ロータリー第2720地区ローターアク 

 ト第26回年次大会本登録の案内が届いてお 

 りますので、立山ローターアクト委員長に 

 お渡し致します。 

(3)「おくんち祭り」街頭募金の案内が届い 

 ておりますので、葉山社会奉仕委員長にお 

 願い致します。 

【例会変更】 

八代单RC10/12→全員協議会の為18:30～ 

           八代グランドホテル 

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC9/27→観月例会の為18:30～田吾作 

指宿RC9/21→ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会の為18:30～山川漁港 

熊本西RC10/21→夜の例会の為19:00～ 

           ホテルニュースカイ 

【本日の回覧】 

 人吉中央RC 指宿RC 八代单RC 

 人吉RAC 多良木RC 玉名中央RCより週報 

 人吉中央RCより９月例会予定表 

  岩井和彦副委員長 

 

 

【ロータリー財団委員会】  和田栄司委員長 
 
 ロータリー財団寄付カードを各テーブルに！ 
 
 ロータリー財団委員会では本年度の計画と

して、財団寄付０ドルの会員を少しでも減ら

し（現在40％が0ですが、本当は毎年地区か

らの寄付のお願いで会員の方には20ドルの寄

付をお願いいたしております。それに100万

ドル食事、特別寄付を合わせると会員一人当

たり100ドルを寄付しておりますので、誤解

のないようにお願いいたします。これについ

ては現在調査中です。というのはこの間の研

修会で質問したところ、他のクラブではこの

寄付を個人の寄付として扱っているところが

ほとんどのようです。ですからこのところは

もう少し調査をして、どのように取り扱う

か、結論を出したいと思っております。）と

にかく、結論は出ていませんが、100％ポー

ルハリスフェロークラブとなるべく、財団寄

付カードを各テーブルに置くことに致しまし

た。金額はいくらでもかまいませんのでニコ

ニコカードと同じように、うれしいこと、楽

しいこと、ありがたいこと、等ありました

ら、ぜひ財団にもご寄付をお願いいたしま

す。そして、ポリオの撲滅、国際親善奨学金

等に半額、地区に半額が返ってきます。ポリ

オの撲滅は世界中のロータリンの願いです。

私の兄もポリオにかかり死んでおりますの

で、他人ごとではありません。今世界で、イ

本日の出席率 

会   員  数   70名   80.88% 

出 席 免 除 2名 9 / 1 0例会出席率   85.29％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 10名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 立山・岩井・高山・石蔵・板井・有村・本田・浅野 

 延岡・堤脩・愛甲英・宮山・堤正 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康  

＊メークアップ 

会員増強・職業分類・選考委員会合同家庭集会； 

 堤脩.有馬.伊久美岡.木村.尾方.堤正.釜田.大久保 

  小林清 

＊メークアップ 

出席委員会家庭集会； 

岩井 

広報.雑誌家庭集会； 

大賀.中島.川上.川越 

丸尾.永尾.漆野 

会員組織増強家庭集会；

鳥井 

9 / 3 例会出席率   86.34％ 

補  填  数 9名 

修 正 出 席 率 100％ 



ンド、アフガニスタン、パキスタン、アフリ

カ、ナイジェリア、と五ヶ国に残っているそ

うですが、発生症例は一桁になったそうで

す。もう少しですが、その国々は内紛のある

国で、なかなかワクチンを投与することが難

しいのだそうです。でもここで投げ出さない

で最後まで投与できたらと思います。また国

際親善奨学生の応募は、ぜひ皆様の身近な方

の優秀で、外国に興味のある方など推薦して

いただき、奨学生になっていただき、人吉・

球磨の発展に協力をしていただければいいの

ではないかと思います。最後に残りの半分

は、私たち地区の資金として返ってきますの

で、何か地域のためになる行事等を計画して

いただき、補助金として使っていただければ

と思います。この前開催された財団セミナー

のまとめは未だできていませんが、ロータ

リー財団の活性化のためにも、ぜひご協力を

お願いいたします。100％ポールハリスフェ

ロークラブになるとＲＩ本部に記念の額が飾

られるそうです。頑張りましょう。 

 

【新世代委員会】   

 
 
   新世代のための月間卓話 

 

 講師紹介 岩本泰典会員 

 

 
 

日本造園学者・農学者・熊本県立大学理事長

(初代)・農学博士。造園学・都市農村計画・

環境計画・公園計画を専門。 
 
1950年 球磨郡上村に生れる 

       上村小学校～上村中学校～人吉高校      

       ～東京農業大学 

       （人吉高校第20回卒・昭和43年3月） 

1995年 東京農業大学教授 

2004年 東京農業大学副学長 

2006年 熊本県立大学理事長・熊本県立大学 

        教授・東京農業大学客員教授 

この間、東京都立大学・首都大学東京・昭和

女子大学・早稲田大学芸術学校で非常勤講師 

その他、日本造園学会・日本都市計画学会・

都市環境デザイン会議・農村計画学会・実践

総合農学会での活動のほか、東京都公園審議

会・神奈川県都市計画審議会・港区都市計画

審議会・世田谷区都市計画審議会・茅ヶ崎市

景観審議会・熊本県観光審議会などで委員。

社団法人日本公園緑地協会理事・社団法人日

本造園建設業協会理事・財団法人公園緑地管

理財団評議員・都市緑化基金評議員・ランド

スケープコンサルタンツ協会顧問・都市緑化

技術開発機構学術顧問など多くの社会的活

動。 
 
   「ジェーンズ在熊５年間の意義｣  
 
 ここ人吉市は市制68年で、もうすぐ古稀を

迎えます。今日は学校の話をしようと思いま

すが、この地域では、单稜高校（元球磨農業

高等学校）が最も歴史があり、107年、人吉

高校は旧制中学から数えて86年です。一般的

に長い歴史に価値があり短いのには評価がう

すいわけですが、果たしてそうでしょうか。 

 今日私は熊本洋学校に外国人教師としてき

たジェーンズについてお話をします。まず、

熊本洋学校の概要から話しましょう。人吉藩

には習教館がありましたが、肥後藩には時習

館という藩校がありました。これが明治３年

に廃校となり、明治４年に誕生したのが熊本

洋学校です。誕生の背景について詳しく話す

時間の余裕はありませんが、明治９年の神風

連の乱、明治10年の西单戦争の前まで、わず

か５年しか続かなかった学校です。 

 しかしこの学校は無名ではありません。34

歳のアメリカ軍人ジェーンズ（Leroy Lans-

ing Janes）が招聘され、官費の学校として

設立された知る人ぞ知る学校です。３年間は

官費で、アメリカ方式の４年制をジェーンズ

が希望したため一年間は私学的に運営され、

全体で約200人学し、５年間の期間中、４年

間就学し卒業したのはわずか22人だそうで

す。同じころ、北の札幌農学校にはクラーク

が来ました。明治９年に来日し、約８ヶ月間

滞在しています。こちらは、50歳の農学博士

で帰国後にマサチューセッツ農科大学の学長

となり「少年よ大志を抱け」で全国的に知ら

れています。 

 熊本洋学校の特長は次のようになります。

授業は英語、数学、地理、歴史、物理、化

学、天文、地質、生物を教科とし、すべて英

語で行なわれました。出来る子と出来ない子

がいましたので、自助の精神、教え合うこと

が徹底されたようです。生徒の自主性を重ん

じる教育方針でもあります。12、13歳そこそ

この子供が執った英語のノートが残されてい

ます。開校３年目の明治７年には、日本で初

めて男女共学となり、徳富初子（蘇峰・蘆花

の姉）や横井みや子（小楠の娘）などが入学

しています。キリスト教を教科として教えて

  蓑茂壽太郎 様 
    （みのも としたろう） 



はいませんが、キリスト教精神を受け、花岡

山で熊本バンドの結成に至りました。キリス

ト教に関心を示した熊本集団として、札幌バ

ンドや横浜バンドと並んで知られています。

神風連の乱など旧守派の反発が一因となっ

て、ジェーンズの任期終了とともに閉鎖と

なったのが熊本洋学校でした。 

 さきほど、この学校の卒業生は２２人と触

れました。その卒業生としてよく知られてい

るのは、新島襄が設立した同志社大学の大学

運営に尽力した方々です。同志社の第二代総

長を務めた小崎弘道（牧師）や８代の海老名

彈 正（1856-1937、思 想 家）金 森 通 倫（牧

師）、浮田和民（思想家）、山崎為徳（宗教

家）、横井時雄（牧師）などです。 それ以

外の人についてはあまり語られることがあり

ませんでした。徳富蘆花の兄で、ジャーナリ

ストの徳富蘇峰、横井時敬（1860-1927、駒場

農学校、近代農学のパイオニア、農学者、東

京農大初代学長）、中原淳蔵（1856-1911、工

部大学校機械科、機械工学のパイオニア、熊

大工学部の前進である熊本高等工業学校の初

代校長、九州帝国大学工科大学初代学長、船

越欽哉（長野出身、工部大学造家科に進んだ

建築家、熊本県庁舎を設計）なども卒業生で

した。 

 ところで、私の母校は東京農大です。私は

熊本洋学校の第一回卒業生、すなわちジェー

ンズの弟子のひとりである横井時敬の教え子

を恩師に持っていますので、ジェーンズの曾

孫弟子と言わせていただけるわけです。ちな

みに、海老名彈正は後に熊本英学校の校長を

していますが、この学校で学んだ生徒には、

熊本市の名誉市民でもあった近代産婦人科医

学の大家・福田令寿（1872-1973）先生や、今

人吉で話題となり脚光を浴びている飛行家の

日野熊蔵（1878-1946）氏がいたわけです。つ

まりジェーンズの孫弟子の一人が日野熊蔵な

わけです。日野の弟子が誰だか私は知りませ

んが。日野熊蔵氏がイギリス留学をされたこ

とと熊本英学校で学ばれたことは関係深いと

思うわけです。私はこの度、ジェーンズの会

の初代会長をお引き受けしましたが、これは

そうした流れをぜひとも辿り、大事に次の世

代に伝えたいとの思いからです。３０分の卓

話ですので、もう時間がありませんが、

ジェーンズは教室での授業だけでなく、滞熊

した５年間でいろいろな影響を文明開化直後

の熊本で、感受性豊かな若人に与えたのだと

思います。それは、端的に生活スタイルを通

じてだと言えるでしょう。現在、水前寺公園

の裏に彼のために準備された教師館・ジェー

ンズ邸があります。これは熊本初の洋風建築

で、既に３回移動していますが、どっしりと

していて、コロニア風の洋風建築でバルコ

ニー、煙突、内部の階段などに特徴がありま

す。この洋風建築を見て建築家への志を立て

たのが、熊本県庁舎を設計した船越欽哉では

ないかと思うわけです。また、ジェーンズは

アメリカから種子を取り寄せ、洋野菜を栽培

し、サラダとして食べていたようですし、パ

ンと牛乳の洋食の生活を生徒たちに伝えまし

た。熊本県の役人に農業や殖産産業について

の講義をした記録が「生産初歩」として残さ

れています。西洋鍬を輸入し、新しい耕運技

術や機械を紹介しました。 

 これらが、後の農学者や機械学のパイオニ

アを生んだと関係づけることは乱暴でしょう

か。わたしは、そうではないと思います。

ジェーンズが熊本に来て140年、ジェーンズの

影響を受けたであろう第３世代を過ぎ、第４

世代に移ろうとしています。時代の進展とと

もに過去を見つめ、その延長上で未来を見据

えるためには、縦方向に伸びる知識の蓄積だ

けではなく、それに応じて思索の横方向、三

角形の底辺の幅を広げることが重要ではない

でしょうか。そうでないと高さだけ伸びた三

角形では不安定になるからで、私には現代社

会がそのように見えることがしばしばありま

す。 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・熊本第６分区川尻成美ガバナー補佐 ガバ 

 ナー公式訪問前に伺いました。宜しくお願 

 い致します。           3,000 

・中川会長 蓑茂壽太郎様、今日御講演いた 

 だき有難うございました。川尻ガバナー補 

 佐ようこそいらっしゃいました。  2,000 

・北会員 早退します。       1,000         

 ニコニコ･ごめんねカード9/24合計6,000 
 
【Ｒ財団寄付カード】   和田栄司委員長 

・武末会員 前に財団委員長でしたので！ 

                 3,000円 

・伊久美会員 クラブＲ財団副委員長就任を 

 記念して。４回のポールハリスフェローに 

  なりますよう努力いたします。      100＄ 

・和田会員 財団寄付カード製作をした本人 

 ですので寄付を致します。皆様も宜しくお 

 願いします。                     100＄ 
 
      点 鐘  中川貴夫会長 
   


