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 暦の上では立秋となりました

が、まだまだ暑い日が続いて

います。 

 さて、８日はＳＡＡ委員会

と親睦委員会の合同家庭集会

が、ひまわり亭で開催されま

した。親睦委員会は家族納涼例会の最終打合

せがあり、子供さんなどに喜んでもらえるよ

うな秘策が練られたようです。ＳＡＡ委員会

は委員会メンバーが少ない為にご苦労を掛け

ていますが、活動する上での、色々な貴重な

意見が出されました。例会運営の改革になる

ものと思います。その後の懇親会では、アル

コールが入るにつれて有意義な意見が続出し

ていました。その話の中で、有馬家の自慢の

餃子の話が出たら、本田さんが早速キクラゲ

餃子を作られて出されました。やはり各家庭

の自慢の料理が頂けるのが家庭集会の楽しさ

だと思います。 

 さて、夏休みも中間を過ぎ、子供達も休み

を大いに楽しんでいると思いますが、近頃の

子供達は一体どこで夏休みを過ごしているの

だろうかと、素朴な疑問が湧いてきました。

それは、人吉の街から子供たちの姿が見えな
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くなっているからです。午後の九日町通りを車

で通っても、子供の姿を全然見かけません。昔

は、朝から日が暮れるまで川で泳いだり魚を捕

まえたりして遊んでいたものです。そこで、会

社の従業員に「子供はどのようにして過ごして

いるの」と、尋ねてみたら家でゲームなどで遊

んでいるようです。との事でした。 

二～三の元教師の友人にも尋ねてみましたが、

今年の夏は各学校のプールが使用禁止となった

為に、市民プールに行っているのか、どのよう

に過ごしているのか、わからないとの事でし

た。最後に鳥井先生にも電話してお尋ねした

ら、多分小学生は学童保育と云う制度があるの

で、保育園で夏休みの宿題などを見てもらいな 

がら過ごしているのではないかと云う事で、少

しは安心しました。昔は家庭には母親や年寄り

がいて子供たちは、家族と過ごすのが当たり前

のようでしたが、今は共稼ぎの家庭が多くて休

み期間中の子供が安心して過ごす場所が無く

なっている事がわかり、少々かわいそうな気に

なってきました。 

 さて、オリンピックも、あと４日となり、メ

ダルを獲得した者、予選で敗退したチームや選

手たちで、毎日悲喜こもごもなドラマが生まれ

ています。勝者はマスコミに大きく取り上げら

れ、喜びの涙と共にメダルを首に掛けた姿が大

きく映しだされています。しかし、現在オリン

ピックとはなんだろうかと考えさせられます。 

今一度考える時期ではなかろうかと思います。 

現在の『オリンピック憲章』ではアマチュアの

条項について定義はしているが、それは非常に

曖昧である。身分はアマチュアを装おっている

が、実態としてはスポーツに専念できる環境を

十二分に与えられた人達である。現在のオリン

ピックに参加するスポーツ選手で特にトップレ

ベルの選手がアマチュアであると云う事に意味

が無くなっています。そこにあるものは国の威
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信であり、選手はスポンサーからの報酬を受

け、経済的な見返りを得るプロであります。 

 これが東欧諸国のステート・アマであり、西

欧や日本などの企業スポーツであり、学校ス

ポーツであります。今回の中国の卓球の選手層

の問題などは、小さい時より選抜されて組織的

に強化された為に、実力のある選手が多くな

り、自国の選手代表枠から外れた選手たちが、

シンガポールや、ドイツなどに帰化して選手と

る。これはどこかの猫ひろしさんのような選手

とは訳が違います。バドミントンのように準決

勝で自国の選手同士が対戦しないように、予選

でわざと負け試合となるようにする。このよう

な色々な問題が発生しています。 

 このオリンピックが終了すると、パラリン

ピックと云う障害を持った人たちのスポーツ大

会が同じ競技場で開催されます。しかし、こち

らの方ではスポンサーも中々つかないので、資

金不足で大会に出場できない選手が多くいるそ

うです。今日皆さんにお見せしている写真の選

手（中西麻耶）も、有力選手と云われながら、

ロンドンへの渡航費用と新たな義足を買う費用 

に充てる為に、自らヌードカレンダーを発売し

ました。彼女は、ソフトテニスの選手として活

躍していた2006年に仕事中に右足を切断し、翌

年から陸上を始め、08年北京パラリンピックで

100メートル６位、200メートル４位入賞、その

後走り幅跳びなどでも日本記録をマークした

が、資金難に苦しみ、11年の世界選手権は出場

を断念したそうです。そこで、自らの意思を伝

え、渡航資金や新たな競技用義足を調達するた

めにカレンダーを作成しました。私はこれをイ

ンターネットで見て是非協力しようとカレン

ダーの購入を決めました。性別に関係なく、鍛

えられた体は本当に美しいと思います。障害あ

るスポーツ選手だけでなく、このような境遇の

本当の意味でのアマチュアは大勢いると思いま

す。東京マラソンの時に２位になり、オリン

ピックマラソンの枠を手に入れた無職のラン

ナーの藤原新選手は、日本人最高２位の賞金400

万円と、インターネットで呼びかけて２万人に

及ぶ人達から1000万円が集まり、また、ドイツ

の高級乗用車ＢＭＷがスポンサーとなりオリン

ピック出場資金が出たそうですが、彼などは本

当に運が良かったのだと思います。スポットに

照された恵まれた選手だけでなく、このような

選手たちにも本当はマスコミなどが取り上げて

もいいのではと思います。 

 来週１７日例会は、ガバナー公式３クラブ合

同訪問です。 
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【連絡事項】  

１．第2720地区のロータリー財団セミナー開 

  催の案内－日時：9月9日(日)12:00～登録 

  開始、12：30セミナー、場所は大分県看 

  護科学大学にて。出席義務者(会長･幹事･ 

  会長ｴﾚｸﾄ･Ｒ財団委員･他希望者） 

  申込締切：8月31日 

  [和田ロータリー財団委員長へ]  

２．人吉市国際交流協会より平成24年度第2回 

  役員会開催案内[有村国際奉仕委員長へ]

３．地区米山奨学委員長よりチェン君の卓話 

  派遣日程について[片岡米山記念奨学委員 

  長へ]     

４．岡村ガバナー事務所より ポリオ募金の 

  お願いが募金箱と一緒に届いています。 

  締め切りはありませんので、毎例会回覧 

  します。お願い文は掲示しています。  

５．ローターアクトの前年度会計決算書と、 

  今年度予算書を掲示してありますので確 

  認願います。    

６．次週の例会はガバナー公式訪問です。先 

  週もお願いしましたが、クールビズで 

  ジャケット着用でバッジを忘れないよう 

  お願いします。終了後写真撮影がありま 

  すので宜しくお願いします。12時30分か 

  ら例会となっていますので、早めに来て 

  いただいて食事を済ませて例会に臨んで 

  下さい。食事は11時45分から出来る様準 

  備しています。    

７．例会時のコーヒーについて。次回洋食時 

  は各テーブルに配置する。離席を少なく 

  するため。     

【回覧物】     

  玉名ＲＣ・指宿ＲＣ・宇土ＲＣの週報  

【例会の変更及び取り止め】[掲示板]  

  指宿ＲＣ変更  
    
 
 
 

    

   馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 
 
 

本日の出席率 

会  員  数   67名   90.63% 

出 席 免 除 3名 7 / 27例会出席率 89.06％ 

欠 席 者 数 6名 補  填  数 7名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 安達・齊藤・赤池・宮山・鳥越・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

新世代･ローターアクト委員会合同家庭集会； 

           岩井･平田･馬場･武末･永尾･渕田･山田 



 

  

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

    ≪８月の月例ゴルフ案内≫ 

    ８月12日(日)10時16分スタート 

     球磨カントリー倶楽部 
 
    ≪納涼家族会開催の案内≫ 

 ８月24日(金）18時30分例会終了後に開催致

します。本日が参加締切になっています。 

 ご家族お誘い合わせの上、お越しください。 

 

【環境保全委員会】    塚本哲也委員長 

 ≪花火大会翌朝のクリーン人吉運動案内≫ 

 ８月16日(木)朝６時より７時まで、清掃作業

が行なわれます。相良護国神社境内及び周辺が

担当区域になります。参加者はメークアップ扱

いです。是非ご協力下さい。 

 

【ＳＡＡ】        鳥井正徳委員長 

 先日の家庭集会の中で意見がございましたの

で、ＳＡＡからのお願いを２つ申し上げます。   

 和やかで気品と風格に満ちた例会というのが

委員会の方針であります。これまでの例会をい

ろいろ反省し、次のことをお願いしたいと思い

ます。 

①食事の時間以外にはお互いの私語や立ち歩き 

 を慎み、会員全員が心をひとつにした一体と 

 なった例会にする。 

②来訪者のおもてなしとして失礼にならないよ 

 う、話しやすい聞きやすい雰囲気作りに努め 

 たい。卓話者に背中を向けないよう座席の配 

 置に配慮する。 

 以上です。どうぞ一年間ご協力を宜しくお願

い致します。 

 

 

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長 
 
   ｢米山記念奨学生の夏季研修会｣報告 
 

 ８月５～６日の二日間、「米

山記念奨学生夏季研修会」に

チェン君、地区米山記念奨学委

員会副委員長の中島さんと３人

で参加して来ました。第一日目

は阿蘇登山で、数十年ぶりに火

口までやっとで登り、世界の阿蘇山、雄大なカ

ルデラ外輪山を海外から来ている奨学生に見学

してもらうスケジュールでした。 

 先日の水害で山や登山道路もかなり崩れて山

肌はむき出しになっている状況も見られ、相当

被害がひどかった様子でした。昼食の後、研修

会場の阿蘇ＹＭＣＡに行き、研修が始まりまし

た。今年度の奨学生は、熊本７名大分７名の計

14名で、それぞれのカウンセラーと共に参加し

ました。仙波研修副委員長の基調講演の後，

「ＲＣが求める米山奨学生」というテーマでグ

ループディスカッションに入り、奨学生からは

それぞれの将来の夢などの発表とともに、日本

と母国の懸け橋となるためのこれからの勉強や

仕事についての話し合いで、積極的な意見も皆

述べていました。 

 夜はバーベキューで、それぞれアルコールも

入り、賑やかに盛り上がりました。終了後は、

私達も10人定員の２段ベッドが割り当てられ、

布団やシーツの準備を久しぶりにやり、入浴

後、床につきました。 

 翌朝、６時起床、６時30分水源地まで朝の散

歩、７時30分朝食、８時から二日目の研修でし

た。「ロータリアンの米山奨学会への寄付金を

どうやったらもっと増やしてもらえるか」につ

いての討論を議題に話し合われました。若い学

生たちから活発な意見が出ていました。例え

ば、「世話クラブだけでなく、近隣のクラブに

も出席し、奨学金のＰＲにつとめたら」また、

「クラブの卓話の様子を動画におさめ、2720地

区のホームページにアップして他のクラブの会

員にも見てもらったら」などの意見でした。 

 研修終了後、「的石お茶屋」、「阿蘇神社」

の見学をすませ、昼食後解散となりました。若

い人達とともに二日間を過ごし、中島さんと二

人で車中反省会をしながら帰ってきました。 

 

 

【2011-2012年度会計･監査】 

    2011－2012年度会計監査報告 

 石原弘章会計より、決算報告書収支の説明 

 

               武末憲一監査 

 ただいまご説明頂きましたように石原会計か

らの会計報告に基いて、田中副監査と一緒に会

計監査を厳しく行ないましたところ、「人吉

ロータリークラブ2011-2012年度一般会計.特別

会計決算書」について、全て適正であると認め

たということを皆様にご報告致します。 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友８月号の紹介 

               立山 茂 委員長 

 

 ８月は会員増強拡大月間ということで特集が

組まれていますので、その紹介をします。 

会員増強に成功した全国５

クラブの代表の方々の座談

会です。司会は、昨年、東

日本大震災に見舞われた、

大分での地区大会でRI会長



代理を務められた第2520地区パストガバナー桑

原茂さんです。 

 まず、驚くのは会員増強の厳しさです。70人

の会員が半分になったり、また、14人も一度に

増員されたり、そのようなクラブが多いので

す。ベテラン会員で一生懸命活動した親の息子

が入会しないことや、古いロータリークラブで

は女性会員が少ないことなど、人吉クラブでは

想像できないことだらけです。さらに会員増強

も大切ですが、退会者をいかに出さないか、そ

れには魅力ある例会と新入会員の活躍の場を作

ることの大切さが報告されています。 

 次に、全国16ヶ所の成功例が挙げられていま

す。 

 最初の３クラブを見ると、とにかく「会長

が」のことばが目につきます。会員増強の話に

は「会長が」がつきもののようです。 

 また、おもしろい例がいっぱいです。 

①体験の会を取り入れた  （渥美ＲＣ） 

②礼節を守り、かつ和やかなクラブには人は集 

 まってくると堂々とした （岡崎ＲＣ） 

③会員増強退会防止委員会を作った 

             （富士吉田ＲＣ） 

④創立10年目の記念事業に100人増強の目標を 

 立てた （パワー浜松ＲＣ） 等 

是非ご一読下さい。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】      岩井和彦委員 

・熊本ＲＣ木下康会員 久方ぶりに出席させて 

 戴きます。堤社長のご縁で人吉に来る機会が 

 出来ました。 

・山賀会長 熊本ロータリークラブの木下様、 

 ようこそご来訪頂きありがとうございまし 

 た。 

・有村会員 木下様、お久し振りです。お元気 

 そうでなによりです。木下様の来訪を歓迎し 

 てスマイルします。 

・立山会員 皆様に折っていただいた鶴は、８ 

 月４日(土）にアクトの桝田・福満さんに 

 よって広島のアクトに届けられ、平和記念公 

 園に奉納されました。これまでのご支援に心 

 より感謝申し上げます。これでやっとアクト 

 委員長の職を終了させていただきました。 

・原田会員 長女が無事ポルトガルより帰国し 

 ましたのでニコニコします。かなり貴重な体 

 験をして来たみたいです。貴重な機会を与え 

 て頂いた国際交流協会へ深く感謝致します。 

・有馬会員 すみません。自宅の電話番号変更 

 届けを出し忘れておりました。栞14ページ4 

 番目の24-3581へご訂正お願いします。職業 

 奉仕のため早退します。 

・井手会員 早退させていただきます。 

・大久保会員 早退します。 

・浦田会員 所用のため早退します。 

 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＲＣの３賢人 

 

ポール・Ｐ・ハリス を助けてロータリーの基

礎を確立した。 

 

○アーサー Ｆ.シェルドン 

（Arthur Frederick Sheldon） 
 
 有名な標語「最もよく奉仕する

者、最も多く報いられる」という

標語の原型になる言葉を創作し

た。 

 

 

○ベンジャミン・フランク・コリンズ 

（Benjamin Frank Collins） 
 
 有名な標語「超我の奉仕」 

（Service Above Self）を創立した

人。 

  

 

 

○チェスリー R.ペリー（Chesley R.Perry） 
 
 ポール・ハリスにより「ロータ

リーの建設者」と呼ばれ、初代事

務総長としてＲＩになってからも

その職を継承し、1942年退任する

まで32年間務めた。聡明実直な管

理者で、文字通りのロータリー発

展に全身全霊を尽した。 

 

   


