
  
               宮原和広会長 

 会に先だち、当クラブの会員でありました

故石蔵美佐子様が５月21日68歳にてご逝去さ

れました。平成９年４月４日に女性会員第１

号として入会され、15年間在籍されました。

平成２２年に体調を崩され休会されていまし

たが、とうとう復帰されることはありません

でした。ご冥福をお祈り申し上げ、黙祷を捧

げたいと思います。  
   
       ― 黙祷 ― 
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    宮原和広会長 
 
  

 先週は職業奉仕委員会による優良職員表彰

が執り行われました。12名の優秀な職員さん

へ表彰状をお渡し致しました。推薦いただき

ました会員の皆様ありがとうございました。 

 そして本日は地域発展委員会による地域発

展功労者の表彰になっています。 

 これは人吉ロータリークラブが毎年行って

いる行事で、地域に貢献されている個人及び

団体に贈られるもので、今年度は人吉市老人

クラブ連合会様、尾方様、井出様、の１団

体、２個人を表彰をさせて戴きます。おめで

とうございます。 

 先週、５月19日に芦北ロータリークラブ創

立40周年記念式典があり、21名で参加して参

りました。芦北ロータリークラブの皆さん、

式典が無事終わり安堵されたことと存じま

す。大変お疲れ様でした。 

 本日は人吉ロータリークラブ創立記念日で

す。５月25日の今日、人吉ロータリークラブ

が55年前に誕生した日になります。昭和32年

５月25日、熊本県で２番目、第2720地区で６

番目、九州で25番目に誕生したと聞いており

ます。60歳の私が５歳の時に人吉ロータリー

クラブが誕生したのです。いかに歴史と伝統

あるクラブであるかを改めて痛感していま

す。21名のチャーターメンバーで発足したク

ラブは現在会員数67名、ここ数10年60名以上

の会員数を維持し続けています。これもクラ

ブの重みだと思っています。 

 後程ロータリー情報委員会の浦田副委員長

よりクラブ創立記念卓話を戴きます。楽しみ

にして下さい。 

 本日の記念すべき創立記念日に米山記念奨

学生のブ・ゴク・チェン君が来訪してくれま

した。今年４月から１年間、人吉クラブは米
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芦北ロータリークラブ  

      直前ガバナー補佐  川尻 成美 会員  

  〃             岩永 好武 会員  



山奨学生を受入れお世話をすることに決まりま

した。初めての受入れです。後程、チェン君の

カウンセラーであります片岡米山記念奨学委員

長より紹介とチェン君の挨拶があります。 

 21日朝、太陽の中心部が月に隠れ、縁がリン

グ状に見える金環日食が各地で観察されまし

た。人吉球磨はあいにくの曇り空でしたが、雲

の切れ間から一瞬観ることが出来ました。163

年振りの金環日食、世紀の天文ショーを皆さん

は観られましたでしょうか？ 

 

    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①2720地区本田光曠ガバナーより、2011-2012 

 年度東日本大震災復興支援金受付締切りのお 

 知らせ 

②人吉お城まつり実行委員会より協賛のお礼  

③公益法人くまもと被害者支援センターより平 

 成24年度会費納入のお願い〈社会奉仕委員 

 会〉、センター機関紙・平成23年度事業報 

 告書 

【例会変更】 

熊本中央RC6/8→18:30～歳祝会のため  

              水前寺「泉里」 

熊本東南RC6/20→18:30～歳祝会のため 

                料亭すざき 

八代東RC6/21→18:30～創立23周年記念例会 

            八代ホワイトパレス 

【回覧】玉名中央RC週報  

【配布物】人吉RC5月11日例会会報 

 

【来訪者より】 
        芦北ＲＣ 川尻会員  岩永会員  

 先週19日の芦北ク

ラブ40周年式典へご

出席下さいましてあ

りがとうございまし

た。お陰で無事終了

することが出来まし

た。小規模クラブでありますので何かと不行き

届きの点があったかと存じますが、どうぞご容

赦下さいますようお願い申し上げます。 

 今後一層頑張って参りますので人吉クラブ様

にはご指導のほど宜しくお願い致します。 

 

 
 

【2720地区 会員増強･拡大委員会】 
      2012-2013年度 中川貴夫委員長 
 次年度地区の会員増強拡大委員長として３月
から始動、運営会議を重ねております。 
 そこで、次年度は各クラブ10％アップを目標
に掲げ取り組んでいきたいと思っております。 

 皆様の会員増強へのご協力を宜しくお願い致
します。 
 
【ローターアクト委員会】   立山 茂委員長 
 昨日のアクト例会には急な日程変更にもかか
わらず４名のロータリアンに参加を頂き、総勢
10名の例会になりました。大変お世話になりま
した。次年度会長の桝田君が新会員候補者を見
学に連れて来るなど嬉しい出来事もありまし
た。 
 さて、６月のアクト例会は、１日の賀寿会、
15日の次年度委員会会合(ローターアクト委員
会)と、ロータリー行事と重なりましたので、
日程変更することにします。現在のところ未定
です。 
 それから、6/16(土)～17(日)は地区ローター
アクト研修会が熊本市でございます。アクト委
員会をはじめ出席希望の方は私までお知らせ下
さい。 

  
 
   岩井和彦会員 

 
 
 
 
 
 

 
【Ｒ情報委員会】            

     人吉ロータリークラブ 

        創立記念卓話 
 
            浦田繁喜副委員長 
 本日は、人吉ＲＣ創立55周年の記念日が丁度
例会日と重なりました。会員の皆様おめでとう
ございます。私は今年度もＲ情報委員会に所属
しておりまして、今年で２年目委員です。他の
委員会と違いましてＲ情報委員会だけが任期が
３年でして、来期も３年委員として残らなけれ
ばなりません。 
 今年度も高山Ｒ情報委員長の方針･ 計画に
沿って活動を続けてまいりましたが、私の担当
がクラブ創立記念日に関する卓話をしろとの、
当初の計画となっておりました。創立記念卓話
と言いましても、私は1978年（Ｓ53年）第22代
渕田敏夫会長・釜田元嘉幹事さんの時に入会を

＊届け出欠席  

 延岡・北・宮山・渡辺・岩本泰・牛島・木村・小林清・尾上 

 外山・有村・友永・大賀 

＊出席免除会員 

 (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

地区協議会；中川   プログラム委員会家庭集会；平田 

クリーン人吉；丸尾・宮原・水野・馴田・大賀・大久保・浦田 

       田中・立山・鳥越・鳥井 

多良木RC例会；高山 

本日の出席率 

会  員  数   67名   79.69% 

出 席 免 除 3名 5 / 11例会出席率  76.92％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 98.46％ 



 当時の人吉市は、市長が渕田長一郎市長で、
市の上水道が初めて給水開始され、人吉橋の完
成、市制15周年行事が開催された年でもありま
した。又、商工会議所の会頭が釜田会員の父上
であります釜田元次郎氏であり、当時の創立会
員の中にも６名の方が会議所の議員として活躍
されていました。 
 以上の様な時期に人吉クラブが誕生したので
した。初代会長神戸政郎氏 が２年続けて会長
をされ、３代会長の堤貞雄氏が42代会長堤脩先
生の父上であります。 
 この様に親子で会長を務められた方が、第４
代会長の釜田元次郎さんと第31代会長の釜田元
嘉さん。第10代会長の堤治助さんと第40代会長
の堤正博さんです。更に第17代会長の原田栄七
さん、第３９代原田英一さん現在名誉会員です
が、その息子さんが現在会員の原田知一郎さん
ですので、親・子・孫の３代会長が出現するか
も知れません。又、第７代会長鳥越治雄さんが
鳥越会員の父上であり、第９代会長の青木龍太
郎さんのお孫さんが青木一幸会員であります。  
 この様に55年の永い歴史の中に親・子・孫と
３代にわたり人吉ロータリークラブの発展に尽
力され、多くの先人、先輩会員達の団結と奉仕
のたまものだと感謝の念をいつも忘れない様に
したいと思っています。    
 以上創立当時の簡単な紹介と、当時の世相を
お伝えして、創立記念卓話と致します。 

    

【雑誌委員会】 
 
    ロータリーの友５月号の紹介 
               
            中島博之副委員長 

 本日は地域発展委員会の今年度の表彰に値さ

れた皆さんおめでとうございます。 

 友５月号の紹介です。このロータリークラブ

の人々をロータリアンと呼びますが、３つの義

務があります。１つは会費を払うこと。２つは

週１回の例会に出席すること。３つ目は、この

ロータリーの友を購読すること。買って読むこ

ととなっています。 

 全世界のロータリーの活動が紹介されていま

す。最重点的な取り組みは、世界からポリオを

なくそうとの撲滅運動も最終段階まで来まし

た。４か国からインドが抜けましたから３か国

となりましたが、ワクチン投与だけではなかな

か撲滅宣言がなされません。貧困：飢餓：衛

生：識字率等、同時進行がなされねばなりませ

ん。 

 先月号には、ショッキングな写真が掲載され

ていましたね。雨に見放された大地と・・飢餓

対策を講じるケニア。 

 ロータリーは、「ポリオ０撲滅宣言がなされ

るまでは、次のプロジェクトには取り組まな

い」と言われていますが、撲滅宣言予定が2000

して、今年で34年目ですの
で、もちろん創立時の事は知
りません。 
 先輩会員の卓話や記録から
知識を得ているだけですの
で、ここで創立記念卓話など

本当におこがましいことですが、私が知ってい
る範囲のことについてお話をしたいと思いま
す。  
 実は、今年の２月17日宮原年度第30回目の例
会時、2720地区卓話講師であり、我がクラブの
重鎮の一人でもあります伊久美寛志会員が 
『人吉ＲＣの創立から今日まで』と言う表題で 
詳しく分かりやすく卓話をして頂きました。そ
の事で、新しい会員の方々は創立当時の事をご
理解を得て頂いたと思います。  
 私はその時、今年の創立記念卓話を前もって
して頂いたものと思い、感謝をしながら、もう
創立記念卓話はしなくてすんで良かったなー
と、ひそかに想ってのんきにかまえておりまし
た。ところが、さにあらず、先日、高山情報委
員長より、予定通り５月25日の例会には卓話を
との電話あり、プログラム委員長からも「ダ
メ」押しがあり、あわててしまいました。  
 人吉ロータリクラブの創立総会は、1957年
（Ｓ32年）５月25日(土)鍋屋旅館」にて午後３
時より開催され 創立会員21名をもって人吉
ロータリークラブが誕生しました。丁度本日の
例会日で55周年となります。例会日と創立記念
日が重なるのはそうありませんので、すばらし
い事だと思います。 
 初代会長に神戸政郎(まさろう）氏、幹事が
藤村正典(まさのり)氏で、創立してからわずか
12日目の６月６日にはＲ１本部より加盟認証状
を得まして、九州で25番目、熊本県下では熊本
ＲＣクラブに次いで２番目のクラブとして誕生
致しました。当時のクラブへの入会金は7,500
円、年会費は15,000円でした。   
 この創立以来、55年の長きにわたり歴代会長
の旺盛なる指導力と、全会員の団結と協力によ
り、国際奉仕活動も輝かしい業績を積み重ね、
地域社会の発展と福祉の向上の為、数多くの充
実した奉仕がなされました。多大の貢献をして
来られた事につき心から先人の方々に敬意を表
したいと思います。 
 さて、人吉ＲＣが誕生した昭和32年頃はどん
な年であったかと申しますと、岸内閣の誕生、
南極に恒久的な観測基地として昭和基地の設
置、霞が関ビルの完成などがあり、世相はどう
かと言いますと歴史始まって以来の好景気と騒
がれた『 神武景気 』も少しかげりを見せ始
め、後年になってから言われた 『なべ底不
況 』時代へと移りつつありました。 
 又、水俣に奇病が発生し、水俣病として大い
に世間を騒がせ、今もって多くの患者さんを苦
しめて大きな社会問題となっております。 



年、2005年共になかなか出来ないのに、いつま

でもポリオばかりでいいのか？そんな声がたく

さん出てきてるそうです。次は「水と衛生」も

大きな問題となるでしょう。５歳未満では、エ

イズ：マラリア：はしか：で亡くなる子供の数

よりも汚染された水による下痢疾患によって命

を落とす子供のほうが多いそうです。きれいな

水が得られない限り十分な栄養を摂取できませ

んから食糧支援にはきれいな水を提供するより

もはるかに多額の資金が必要なのです。まずは 

きれいな水を提供することから始めればそれほ

どのお金はかかりません・・・と特集組んであ

りますあります。ぜひ、ご精読願います。 

 皆さん１回試してください・・・古い友を読

んでみてください・・違和感なく読めると思い

ます。週刊：月刊雑誌みたいにその時時の

ニュースばかりの記事ではありませんか

ら・・・捨てられなくなるでしょう・・だから 

つんどく（積読？）だけでもダメなんです。 

 職業奉仕についての座談会が特集されていま

す。次年度2720地区で初めて、わがクラブが米

山奨学生の世話クラブになります。 

 今後きっと同じケースが続くことと思いま

す。米山の記事にも注意して読んでください。 

熟読しましょう。 

 

【地域発展委員会】 

    
      2011-2012年度 

    地域発展功労者表彰 
 
          川越公弘副委員長     
 本日は地域発展委員会の地域発展功労者表彰
です。人吉ロータリークラブ創立記念例会日に
表彰を行うことが出来、光栄だと思います。委
員会の推薦基準をもとに、今年度は１団体・２
個人を選考致しました。これより表彰理由をご
紹介します。 
       ＜団体の表彰＞ 
     人吉市老人クラブ連合会 
     『こども王国保安官』様          
活動内容 
平成18年9月より活動を開始。登下校等の児童
生徒の安全対策のため、朝夕、交差点に立ち、
あいさつ運動、交通指導を児童生徒に行う活動
をしている。 
 活動を通じて、人吉市老人クラブの大竹会長
はじめ会員の皆さんが感じていることは、「当
初、子供達の交通安全のために始めたことであ
るが、子供達の明るい声、元気、感謝の言葉を
聞くたび自分たちは子供達に元気をもらってい
るということに気付く。今、この活動をやって
いてとても良かった。」と、振り返る。この活
動に賛同しての入会も増え続けており、その会

員数は730名に上る。この会を引っ張るのは大
竹チヨカ会長、そして女性部長の信国さんで
ある。 
           人吉市老人クラブ 
           会長 大竹チヨカ様  

 「本日はロータリークラ
ブのすばらしい会にご招待
頂き、このような立派な賞
を頂きましたことに心より
お礼を申し上げます。私た
ち老人クラブは 
 保安官を始めて約６年に

なります。初めは“子供もいないのに行かん
ばんとなー”と言われ、いかにも暇人という
目で見られておりましたが、近頃は、ご苦労
様と声をかけて頂くようになりました。少子
化が進み子供が少なくなりましたが、私達は
元気を出して子供たちと通学路を楽しみま
す。 
 今日は思いがけないご招待をいただき、緊
張し、又、感謝しております。この度はあり
がとうございました。これからもご支援ご協
力を宜しくお願い致します。 
 今日のこの至福の一時を忘れずこれからも
頑張って続けます。ありがとうございまし
た。」 
 
       ＜個人の表彰＞  
   人吉警察署 錦町一武駐在所長 
     警部補 尾方 崇 様          
活動内容 
昭和48年4月5日警察官を拝命し、昭和52年熊
本南警察署時代から本市立城山小学校剣道ク
ラブの指導を始める。その後、転勤する所属
において指定された剣道クラブの指導を続
け、人吉署では平成２１年4月の異動より始め
ている。熊日杯段別剣道選手権大会、熊本県
中学校剣道大会、球磨人吉中体連剣道大会、
丸目蔵人顕彰剣道大会（少年剣道大会）、お
どんが日本一剣道大会など、県および地元で
の公式戦の剣道大会で審判を行っている。平
成20年4月30日7段合格 現在教士７段であ
る。  
 
・人吉警察署少年剣道会（会員小学生男女12 
 名）の指導員（コーチ）毎週、月・水・金 
 の夕方２時間、試合は年間約10試合出場し 
 今年の2月招魂祭(人吉球磨地方の大会)はベ 
 スト８出場 
・剣道の他、特技の水泳では県民体育祭球磨 
 郡代表として、人吉署赴任時から出場。毎 
 年自由形50ﾒｰﾄﾙの選手に選考され、一昨年 
 は55歳以上の部で４位、昨年は8位に入賞を 
 果たしている。 
・一武駐在所管内の人口11,107名、世帯数 
 3,739の住民の治安を守り、その中でも高齢 



 者、子どもの安全・安心を守っている。 
・機関紙として速報剣豪のミニ広報誌を発行し 
 ている。 
               尾方 崇 様 

「私は警察官ですので剣道
は仕事としてやってまいり
ましたが、あと２年半で定
年が目の前に来ておりま
す。子供たちの指導や審判
は体が続く限り続けていき
たいと思っています。本日

はありがとうございました。」 
 
      ＜個人の表彰＞ 
       井出 徹雄 様 
活動内容；「老神神社」と「国宝青井阿蘇神
社」の境内とその周辺道路を、竹ほうき一本
で、天候に関係なく1人で、朝・夕一日に2回、
清掃奉仕を数年に亘り続けられている。その姿
は地域の市民は誰もが知っていることである。
この行為は全く地域発展委員会の功労者表彰の
基本方針に当てはまるものであります。 
 
               井出徹雄 様 

 「私は、青井神社、老
神神社、相良神社、観光
名所の清掃をしておりま
す。今後も宜しくお願い
します。ありがとうござ
います。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【米山記念奨学会】 
     米山奨学生チェン君紹介  
         
         片岡啓一米山カウンセラー 
 本日、人吉ロータリークラブを来訪してくれ
た米山記念奨学生のブ・ゴク・チェン君です。
皆さんもチェン君と呼んでください。前にもお
話しましたとおり、彼はベトナム出身で、今、
崇城大学情報学部情報学科の４年生です。たい
へん難しい米山記念奨学生の選考試験をパスし
て、本年４月より来年３月までの１年間奨学金
を受けることが決まった優秀な留学生です。縁
あって人吉クラブが世話クラブとして、１年間
彼を見守っていくことになりました。１９日の
熊本でのオリエンテーションで初めてチェン君
に会いました。最初だいぶ緊張していました

が、徐々にいろいろ話をしてくれました。当日
崇城大学の指導教員西村強先生にも会い、チェ
ン君のことをいろいろお聞きしましたが、チェ
ン君は真面目な性格で、研究に熱心に取り組ん
でいるとのことでした。彼は今情報学部で
「GPSに関する研究」というテーマに取り組ん
でいます。将来は、日本とベトナムの社会の懸
け橋になりたいという大きな夢を持っているよ
うです。日本での生活は４年目になるので日本
語もだいぶ上手くなっていて、日常会話には不
自由してないようです。会員の皆さんと親しく
なれるよう、これから毎月例会に１～２回出席
します。またその他の活動にもできるだけ誘う
つもりです。今日から人吉クラブの家族の一員
になります。会員の皆さんには、気軽に声をか
けてやって頂き、彼の頑張る姿を見守っていた
だきたいと願っております。 
            
            ブ・ゴク・チェン君  

 こんにちは皆さん。私は崇
城大学４年のブ・ゴク・チェ
ンと言います。ベトナムのハ
ノイ出身です。 
 ハノイについてお話ししま
すと、街並みは昔のものと新
しい美しいもの、お金持ちと

貧乏な人、それがメチャクチャになってあたり
まえのように混在する場所です。 
 私は日本に来られて良かったと思っていま
す。日本人の友達だけではなく、他の国の留学
生とも交流が出来るからです。そして、グロー
バルな視点でものを比べてみることが出来ま
す。よろしくお願いします。 
 
【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員長 
・芦北ＲＣ川尻会員.岩永会員 先日の40周年 
 記念式典の御礼に伺いました。感謝申し上げ 
 ます。              5,000 
・中川会員 ○芦北ＲＣ川尻様、岩永様、40周 
 年事業おめでとうございました。○米山奨学 
 生ブ・ゴク・チェン君、ようこそ人吉ＲＣに 
 お越し頂きました。○地域発展功労者の皆 
 様、おめでとうございます。     2,000 
・水野会員 本日は受賞されました皆様おめで 
 とうございます。さらに、受賞の尾方氏は義 
 理の兄です。義兄の受賞、嬉しくありがたく 
 思っております。          2,000 
・鳥井会員 大竹チヨカ様、この度の地域発展 
 委員会からの表彰誠におめでとうございま 
 す。子供王国保安官事業を一緒に進めた仲間 
 として心からお慶び申し上げます。  1,000 
・堤正博会員 5月20日、繊月まつりが無事終 
 了しました。午前中小雨が降りましたが、大 
 勢の方々がお出でになり、盛大に開催出来ま 
 した。ありがとうございました。  5,000 
・岩井会員 大竹さん、井出さん、表彰おめで 



 とうございます。雨の日も風の日も毎日奉仕 
 されていますお姿に頭が下がります。これか 
 らも健康に留意して頑張って下さい。1,000 
・赤池会員 米山学生さん、こんにちは。片岡 
 のお父さんにたくさんあまえてください。 
                  2,000 
・宮原会長 ○地域発展功労者の皆さん、表彰 
 おめでとうございます。○ブ・ゴク・チェン 
 君の来訪歓迎致します。      2,000 
・山賀会員 本日は米山奨学生としてチェン君 
 をお迎えしました。また、カウンセラーとし 
 て片岡会員が引受けられました。私共会員も 
 世話クラブとして全員でサポートし、チェン 
 君が人吉市や人吉ＲＣが良い思い出として残 
 る様にクラブ行事にも招待し、理解を深めま 
 しょう。             2,000 
・葉山会員 地域発展功労者の皆さん、おめで 
 とうございます。特に老人クラブ連合会会長 
 の大竹様には一中の門松の作成では大変お世 
 話になりました。         1,000 
・片岡会員 米山記念奨学生のチェン君が初め 
 て人吉クラブ例会に出席してくれました。会 
 員の皆さんには彼の親になったつもりで彼を 
 見守ってください。        2,000 
・武末会員 地域発展委員会表彰で私が推薦し 
 ました井出さん、又、尾方さん、老人クラブ 
 の表彰おめでとうございます。   2,000 
・堤脩会員 大竹さん、信国さん、井出さん、 
 尾方さん、本日の表彰おめでとうございま 
 す。井出さんは僕の同級生です。  2,000 
・有馬会員 本日表彰された子供王国保安官 
 の皆様、代表の大竹会長、信国さん、子供 
 たちを見守っていただきありがとうござい 
 ます。井出さんはお客様ですが清掃されて 
 いることを初めて知りました。   2,000 
  
【Ｒ財団カード】     和田栄司委員長 
・浅野会員 5/15に長女に念願の子供が生ま 
 れました。やれやれ一安心です。先日は下 
 の娘が生みましたので２ヶ月続けてで嬉し 
 さ倍増です。両方共男の子でした。今年は 
 男の子が多いそうです。６人目ですので次 
 を期待し、寄付します。      5,000 
・葉山会員 前回、前々回、今回と3期連続で 
 消費者安心度調査でＡＡＡを頂きましたの 
 でＲ財団に寄付致します。     ＄100 
・中島会員 米山奨学生チェン君、ようこそ 
 お出で下さいました。次年度一年間数多く 
 出席して下さいます様に…楽しみにしてい 
 ます。地域発展表彰の方々おめでとうござ 
 います。             5,000 
・和田会員 芦北の40周年おめでとうござい 
 ました。よく食べよく飲みました。地域発 
 展表彰おめでとうございます。   2,000 
 

     点 鐘  宮原和広会長 

5/18例会 

  

    バンコク世界大会を見てきました 

                     中島博之会員  

 バンコク世界大会に出席して来たのは事実です

が、隠密に行動したつもりですので、このように事

後報告しなければならないとは考えていませんで

したので、メモとることもなく全く気楽な旅でした。

ロータリーの友か？ガバナー月信の来月号には

詳しく掲載されるでしょうから、ここで話した事と

違っていたら大変ですもんね。                                         

 ４泊５日で世界大会はプログラムで正味２時間

の大会です。それも午前と午後に分かれて実施さ

れました 午前の部なら それなりに感動的なセレ

モニーであったろうと思いました。午後の部は３時

半から５時半までです。会場は見たことのない位

の大きな会場でした（私には）。ビックサイト：幕張

メッセのようなものでしょうか？ガバナー・ノミニー

の赤山さんの話では３万８千人を午前午後に分け

たのだから、午後でも１万７、８千人はいたので

は？と言っておられました。インターネットで「ロー

タリー国際大会」で検索してみてください！！。実

際に体験した私たちよりはるかに詳しい映像が流

れていますのには驚きました。午後の大会は、気

の抜けたサイダーよりもひどかった・・といっても怒

られはしないでしょう。  

 会場のいす席２列は、豪華ないす席で、おそらく

タイ国の国賓級のお客さんが参列されてすごい開

会式であったろうと想像できました。午後の部はそ

の豪華ないす席を含めて最前線席1000席？以上

空席のまま開会式が始まりました。大型スクー

リーンにはタイ国王の名代として王女殿下が映し

出されましたので、どの方向から？と思いきや、ビ

デオでした。今こうしてインターネットを見ながら、

自分の体験を思い出しながら余りにも感動のな

さ・・・検索した画面のほうがはるかに臨場感を感

じ、今はガッカリしていて、よくぞ誰をも誘わなかっ

たと思っています。 

 近々、地区から世界大会の模様は、報道される

事と思っていますので その折に、写真を見なが

ら話をするのが無難でしょう。バンコクに遊びの旅

行に行ったと思えば諦めもつくでしょうが。日本で

は、最高の季節なのに高額払って４日間も37度の

国に行ったのでしょうか？水上マーケット。世界遺

産アユタヤ。等観光めぐりはすごい数です、北海

道苫小牧のバスなどと一緒になりました。大洪水

の跡形はくっきりと残っていました。ここまでの増

水が２か月：３か月も続いたそうです（何もかもが 

いっしょくたん・・・皆さん住めますか？）雨水が生

活水？日本を出て、また日本に帰ってくる。日本

の良さを再認識する。これが最高ですね。 

  


