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 庭の萩の花が、今

年も美しく咲き始め

ました。まるで、ク

ジャクが尾を拡げた

ようなピンクと白色

の枝垂(しだ)れ状態

です。虫の音の合唱

も夜毎に高くなり、秋の色が濃くなっている

証でしょうか。 

 本日は私にとりまして初めての、ロータ

リーの新しい仲間を迎える日として、胸がワ

クワクしています。 

 石蔵尚之さん人吉ロータリークラブへ、よ

うこそ入会して頂きました。皆さんもご存知

のように、ご両親ともロータリアンでしたの

で、本日の尚之会員の入会式を、今は亡きご

両親が一番喜んでいらっしゃる事と思いま

す。ロータリー活動に関しては既に充分ご存

知の事と思いますので、早く人吉ロータリー

クラブに溶け込んで頂き、ロータリーライフ

を楽しんで下さい。 

 さて、９日の日曜日には、第2720地区今年

度の第１回ロータリー財団セミナーが大分県

看護科学大学で開催され、人吉ロータリーク

ラブより和田地区財団部門委員と、渡辺エレ
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クトと共に参加してまいりました。セミナーの

内容は、和田委員長より詳しく報告がある事と

思いますが、ロータリー財団は現在大きく変革

している時期であります。今回のセミナーも

『未来の夢計画』の勉強会でした。これは、次

年度の渡辺会長年度から実施され、それが運用

されるのが、次々年度と云う事なので、これを

円滑にスタートさせる為に、地区としての準

備、また各クラブとしての準備を早く進めなく

てはいけないと云う事で、今年中にもう一回セ

ミナーが開催されるようです。 

 本日は、ロータリーでの『親睦』について少

し話したいと思います。昨年の『ロータリーの

友』に、この親睦活動について掲載されていま

したので、少し紹介さて頂きます。 

 ロータリーではよく『親睦なくして奉仕な

し』とか、『全ての基礎は親睦にあり』と云わ

れています。つまり、原点と云いますか、親睦

は一番重要なものであります。親睦という言葉

の英訳は普通friendshipという単語が使用され

ますが、ロータリ－クラブで云う親睦は

fellowshipが使われます。フェローシップとは

ロータリーの奉仕理念のもとに入会した者を、

信頼できる仲間として認めたと云うことです。

親睦と云うと親睦ゴルフ、親睦旅行や酒を飲む

と云った、ロータリーを語っていても何となく

遊びが優先しているように思われがちだが、親

しくなる為に必要な事であると思います。 

 ロータリーでは敢えて親睦と奉仕の解釈を、

世間一般の人達が考える解釈と異なる次元にお

いています。 

 フェローシップは、ロータリアンの友情を育

み情熱を分かち合って、セミナー、研究会、委

員会に参加して、人類の為に役立つ活動をする

ことであると理解しています。Fellowshipを

「親睦」と訳したことにも問題があるのかもし
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れません。むしろ、「友情」とか「友愛」と訳

す方が理解しやすいでしょう。 

 「親睦」とはロータリークラブが、クラブと

して存続していく上でかかすことのできない必

要条件であります。ロータリアン個人個人の心

の結合した状態を表す概念なのです。言い換え

れば、Fellowshipはロータリーの引力とも云え

ます。 

 この親睦と関連すると思いますが、今年度も

地区大会が開催されますが今年度は人吉ナイト

を継続するのか、または、クラブ間交流をどこ

かのクラブとの親睦会を行なうかを、決定する

時期に来ていると思います。 

 先のガバナー公式訪問の時に、岡村ガバナー

にこの件について、どのように考えていらっ

しゃいますかと、お聞きしましたところ、岡村

ガバナーは、クラブ間交流を行ない親睦を諮っ

てほしいと、答えられました。我がクラブはど

のようにするかを決定して頂ければと思いま

す。 

 最後に、稲江ロータリークラブの11月上旬人

吉へのゴルフツアーの件ですが、現在のとこ

ろ、未だ詳しい日程の返事がありません。 

 そして、来年１月の韓国慶山ロータリークラ

ブの姉妹クラブ締結調印式の件ですが、竹島問

題による対日感情が心配されるところですが、

先日の財団セミナーの時に、岡村ガバナーが次

のように云われました。８月31日・９月１日に

東京で第11回日韓親善会議が開催されました

が、当初心配していた出席者数も、韓国からの

参加者が多くて、ロータリアンの間では、その

ような危惧の必要はありません。と話されまし

た。 

 本日は、プログラムが混んでいますので、会

長の時間はこれで終わります。 

 

 

    浅野 強幹事 
 

【連絡事項】  

１．2720地区のガバナー事務所より普通寄付金  

  申請用領収書の申請についての連絡  

  [片岡米山委員長へ] 

２．熊本県共同募金会人吉市支会より「おくん 

  ち祭り」街頭募金協力についてのお願い      

  [本田社会奉仕委員長へ] 

３．熊本県青少年育成県民会議会長より平成24 

  年度熊本県青少年健全育成県民フォーラム 

  開催の案内[戸高新世代委員長へ]  

４．ロータリーの友 英語版の購入案内--掲示 

  板[必要な方は事務局でまとめて注文します 

  の各自申し込み願います。締め切りは12日 

  (金)] 

 

【回覧物】 

 ・指宿ＲＣの週報    

【例会の変更及び取り止め [掲示板] 】 

  熊本東ＲＣ、熊本グリーンＲＣ、 

  熊本城東RC、熊本東南RC、指宿RC 

 

  ≪寄付の申し出≫ 

 

 馬場貞至会員より、

亡父会葬お礼として、

Ｒ財団と米山記念奨学

会へご寄付がありまし

た。 

 

 

    

   馬場貞至委員長 
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石蔵尚之会員 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介   紹介者(推薦人)岩本泰典会員 
 
   名前  石蔵尚之 （47歳） 

   株式会社人吉新聞社 代表取締役社長 

   職業分類（関連分類）印刷及び出版 

       （分  類）新聞発行  

 この度、石蔵尚之の入会について皆様より

御承認いただき、ありがとうございます。母

親に次いで息子尚之がお世話になります。ど

うぞお引き廻しの程、宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉  山賀勝彦会長    

 石蔵尚之氏のご入会おめでとうございま

す。会員一同、心から歓迎致します。人吉

＊届け出欠席  

 中川・村山・本田・立山・片岡忠・中村・尾上・川越 

 大賀・和田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，牛島 

本日の出席率 

会   員   数   68名   84.38% 

出 席 免 除 4名  

 

８/３１例会取止め  

  

欠 席 者 数 10名 

出 席 者 数 54名 



ロータリークラブ細則第

11条により諸手続きを終

え、理事会で承認されま

した。そして、浦田情報

委員長より厳しくオリエ

ンテーションを受けら

れ、会員としての心得も

充分出来た事と思います。一日も早くロータ

リークラブに溶け込んで頂きまして、素晴らし

いロータリーライフをお楽しみ下さい。本日は

おめでとうございます。 

 

入会者挨拶          石蔵尚之会員 

 皆様こんにちは。弟と二人でご挨拶にお伺い

をしたのが３ヶ月前、このように早く入会をさ

せて頂けるとは思っておりませんでした。 

 この度、私の入会について、伯父である岩本

社長の推薦と皆様のご承認を頂き心より感謝を

申し上げます。山賀会長やＲ情報の浦田委員長

から“もうロータリーのことはある程度知って

いるでしょう？”とおっしゃいましたが、全く

わかりません。奉仕の心を忘れず、人吉ロータ

リークラブの一員であるということ、そして先

輩方の背中を見て品格というものを学ばせて頂

きたいと思います。さっそく決意が揺るがない

ようにと、ニコニコに入れさせて頂きました。

宜しくご指導の程お願い申し上げます。 

 

ロータリー情報委員会    浦田繁喜委員長 

 石蔵尚之会員のご入会、おめでとうございま

す。ロータリーの広報の面での大切な会員の入

会です。去る９月11日(火)、ロータリー事務所

に石蔵さんの同席を得まして人吉ＲＣ細則第11

条第4節によりロータリーの目的及び会員の特

典と義務及びロータリーに関する事について説

明を致しました。本日めでたく石蔵会員の入会

となりました。 

 Ｒ情報委員会は、細則第11条第6節により、

新会員がクラブに早く溶け込めるよう援助する

会員を１名指名する、となっています。従来か

らの慣例に従いまして推薦者の岩本泰典会員に

その任をお願い致したいと思います。どうかご

援助ご支援のほど宜しくお願い致します。 

 

所属委員会の発表       浅野 強幹事 

 石蔵尚之さんご入会おめでとうございます。 

 石蔵会員の所属委員会は、クラブ運営委員会

は「ＳＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会は「社

会奉仕委員会」に所属して頂くことに決定しま

した。委員長さん宜しくお願いします。以上ご

報告します。 

 

 

【プログラム委員会】 

 

    新入会員卓話  

               渕田秀雄会員 

 [2011年12月16日入会 職業分類；幼児教育] 
 

 こんにちは。本日は新入会

員の卓話ということで15分の

時間を頂きました。短い時間

ではありますが、専門の幼児

教育について卓話をさせて頂

きたいと思いますので宜しく

お願い申し上げます。 

  

幼稚園の歴史 

1872（明治５）年８月、学制が発布された時、 

 幼稚小学（現在の保育園、幼稚園）の規定さ 

 れ、1876（明治９）年東京女子師範学校附属 

 幼稚園（現：お茶の水大学の附属幼稚園）開 

 設。 

1899（明治32）年「幼稚園保育及設備規程」 

 ・満３歳から小学校就学まで 

 ・一日の保育時間は５時間以内 

 ・「心身ヲシテ健全ナル発育ヲ遂ゲ善良ナル 

  習慣ヲ得シメ以テ家庭保育ヲ補ハンコト」 

 →発達保証、家庭教育補助＝現在の幼稚園の 

  基礎が確立 

1937（昭和12）年、日華事変を機に、国家意識 

 の高揚の場として利用。 

 ・徒歩の多い遠足や国民体操によって、体力 

  をつける 

 ・戦争に関連した唱歌を歌わせる。戦争の美 

  しい場面の話 

 ・日の丸弁当の実施等々… 

1941（昭和16）年文部省は、｢国民学校令｣の公 

 布に伴う「幼稚園令」を改正。 

1947 年（昭和22）年「教育基本法」「学校教 

 育法」「学校教育法施行規則」公布。 

 従来の「幼稚園令」は廃止され、幼稚園は 

 「学校教育法」の中の学校教育体系に組み込 

 まれた。 

 

保育園の歴史 

1890（明治23）年、新潟静修学校の付属施設と 

 して託児所開設。 

1894（明治27）年、大日本紡績の東京深川工場 

 に、1896（明治29）年に、福岡県に三井炭 

坑託児所が設立された。 

1904（明治37）年日露戦争により、出征軍人児 

 童保管所が、神戸に開設。 

1908（明治41）年第１回の感化救済事業講習会 

 （内務省）により、託児所が、幼稚園とは別 

 種の保育機関として助成されるようになる。 

1923（大正12）年、関東大震災被災孤児託児 



 所。 

1938（昭和13）年に、厚生省が設置。これ以 

 降、託児所は厚生省の所管。 

1947（昭和22）年、児童福祉法公布。 

 これによって、託児所の名称は、保育所に統 

 一され、保育所は児童福祉施設の一つとして 

 位置づけられた。 
 
日本好憲法第八九条 

【公の財産の支出又は利用の制限】 

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若し 

 くは団体の使用、便益若しくは維持のため、 

 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは 

 博愛の事業に対し、これを支出し、又はその 

 利用に供してはならない。  

 →私財であった、社会福祉法人の施設・土地 

  等の財産をすべて国に寄付し、国に属する 

  施設において社会福祉法人が事業を委託さ 

  れているという建前。 

1963（昭和38）年、文部・厚生両局長は、「幼 

 稚園と保育所の関係について」通達。 

 →「幼稚園は幼児に学校教育を施すことを目 

  的とし、保育所は保育に欠ける児童の保育 

  を行うことを目的とするもので、両者は明 

  らかに機能を異にするものである」 

 

  幼稚園：文部科学省所管の教育施設 

  保育園：厚生労働省所管の社会福祉施設 

 

田舎の子供たちが危ない！！ 
 
税と社会保障の一体改革（内閣府） 

 ・都市部の待機児童問題解消。 

 ・保育の質の向上 

 ・多様な経営主体の参入による保育の量的拡 

  大 

 

幼保一体化 

 時間をかけて考える必要 

 →歴史的背景を考えると、性急な一体化は利 

  用者にしわ寄せが来る危険 

要保育認定 

 保護者の働き方によって、保育所の利用時間 

 を行政が認定する。（認定時間以上の利用は 

 保護者負担） 

 →計画的教育活動が機能せず、子どもの発達 

  について全く考慮されていない。 

   地方の就労状況への配慮がなく、低所得者 

  層への負担増についても認識が甘い。 

個人給付 

 現在の「保育所運営費」（施設を運営してい 

 くための費用）を廃止し、子どもを持つ 

 保護者への個人給付に切り替え、保護者が利 

 用料を施設に支払う。（直接契約） 

   →保育所の施設を維持管理する補助金の性 

   格が消える。 

   →利用者が減少していく施設から破綻し 

  ていく。 

 →利用量の徴収が行政から施設に移るため、 

    無理な利用料請求ができない。 

   →利用料未払の利用者が増える。 

 →未払が出ると、施設運営に直接影響が出 

  る。 

   →経済水準の低い地域の保育所が破綻。 

 →自治体の体力によって単独補助額が違う、 

  あるいは全くない。 

   →地方の方から施設が破綻。 

 

多様な産業主体の参入 

※現政権は、社会福祉である「保育」を、利潤 

 追求の「保育産業」と位置づける。 

 株式会社等の参入促進。 

 

※これは本当に大問題！！このことについては 

 第２話で… 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友９月号の紹介 

           紹介者 田中信也委員 

 こんにちは。雑誌委員会の田

中です。先週時間が無くなって

今週に繰り下がっております。

立山委員長が出張のため欠席さ

れておりますので、代わりに発

表して下さいとの指示により発

表いたします。 

 お手元に「ロータリーの友」が配ってあると

思いますが、今回、私が見て面白いなあと思っ

た記事について２つほどご紹介いたします。 

 まず、一つ目、縦書きの７ページをご覧くだ

さい。 

「テーラーの意地 軽やかに華やかに」と云う

表題で、神谷裕之さんの記事が出てます。40年

ほど前はテーラーが全国で12万件軒ほどあった

らしいですが、いまでは100店足らずで劇的に

減少しているそうです。その中で、「テーラー

神谷」は今も元気で経営されている、数少ない

生き残りテーラーだそうです。裕之さんは二代

目で、創業は父上の一夫さん。一夫さんのエピ

ソードが紹介してあります。８ページの５行目

ですが、「一夫さんは『ゲゲゲの鬼太郎』で知

られる漫画家の水木しげるさんと同じ部隊の衛

生兵だった。負傷した水木さんの腕が壊疽をお

こしたとき、軍医の命令で切り落としたのが一

夫さんであるという。」非常に興味深いエピ

ソードだと思いました。 

 裕之さんのエピソードとして、同ページの10



行目以降に書いてあるのが、裕之さんは大学受

験の年を迎え、どこを受けるか決める際に、女

子学生の服装のセンスが抜群に良かったという

理由で立教大学に決めたとのことです。とても

ユニークな方ではないでしょうか。 

 卒業後は、オンワード樫山へ就職し、その

後、洋服関係・ファッション関係の仕事に就

き、父上の後を継ぐことになったようです。 

 ９ページの一番下の段に、ロータリークラブ

には50歳になったら入ると公言していたらし

く、名古屋市内の14のクラブから声をかけられ

たとのことです。最後の結びは、「おしゃれな

人は長生きです。仮に病気をしても直りが早い

と知り合いの医者が言っていました。私は 

毎朝、ラジオ体操会に行き、ついでにジョギン

グをしていますが、そのときは着るものに合わ

せて靴下から靴までコーディネートしていま

す。いつまでもおしゃれ心を忘れないよう

に。」 

私も見習いたいなあと感じた次第です。 

 最後に二つ目の記事を紹介します。同じく縦

書きの21ページをご覧ください。「ロータリー

クラブ在籍60年）を迎えて」という記事です。

60年というのもすごいですが、海外旅行に行く

際は、現地の例会場所や時間を調べて、それに

合わせて自分の旅行の計画を立てておられたと

のことで、これもすごい。さらに、バナーの交

換も欠かさず行ない、これまでに20余の国の30

余のクラブを訪問したそうです。全国のロータ

リークラブの会員の中にはこのような人もいる

のだなあと感心させられました。以上で発表を

終わります。 

 

【ニコニコ箱委員会】    延岡研一委員長 

・石蔵会員 本日入会させていただきました。 

 奉仕の心を忘れず品格向上に努めて参ります 

 のでご指導の程宜しくお願いします。 

・尾方会員 石蔵尚之君の入会を祝います。 

 ロータリーを楽しんで下さい。 

・山田会員 石蔵様入会おめでとうございま 

 す。また、小林先生の記事のカラー写真をあ 

 りがとうございました。（本日会報掲載） 

・大久保会員 石蔵さん御入会おめでとうござ 

 います。お互いに頑張りましょう。 

・外山会員 石蔵会員の入会、おめでとうござ 

 います。 

・武末会員 石蔵尚之君、入会おめでとうござ 

 います。お母様同様ご活躍を期待致します。 

・高山会員 石蔵尚之会員の入会おめでとうご 

 ざいます。 

・堤正博会員 人吉新聞社社長石蔵尚之氏の入 

 会を心から歓迎致します。 

・堤脩会員 石蔵さんご入会おめでとうござい 

 ます。 

・浦田会員 石蔵さんのご入会、誠におめでと 

 うございます。 

・釜田会員 石蔵尚之会員、人吉ＲＣ入会おめ 

 でとうございます。 

・伊久美会員 石蔵さんの入会を歓迎いたしま 

 す。 

・渕田会員 つたない卓話で申し訳ありません 

 でした。第二話ではもう少し実のある話をさ 

 せていただきます。 

・小林清市会員 山賀会長、ご紹介ありがとう 

 ございました。手術用器械は次々買い替えて 

 ゆくので20年使用と云っても決して古い物で 

 はなく、いつでも手術に耐え得るものです。 

 明日、やっと検閲を終えて博多港から旅立ち 

 ました。 

・岩本泰典会員 石蔵尚之君の推薦者になって 

 いますが実動はしていませんで、名ばかりの 

 推薦者でした。故に紹介は浦田さんがされる 

 のだろうと思いこんでいました。申し訳ない 

 紹介になったと思い、お詫び申し上げます。 

 ありがとうございました。 

・塚本会員 石蔵君、入会おめでとうございま 

 す。今後とも仲良くして下さい。渕田会員第 

 ２話楽しみにしてます。新入会員卓話お疲れ 

 様でした。 

・安達会員 石蔵会員の入会おめでとうござい 

 ます。私もお父さんとお母さんには大変可愛 

 がっていただきましたので一杯お返しをした 

 いと思います。 

・原田会員 石蔵先輩、御入会おめでとうござ 

 います。また、有難うございます。心より歓 

 迎します。平均年齢が少し下がったと思いう 

 れしくニコニコします。ＪＣ時代同様、宜し 

 くお願いします。 

・田中会員 石蔵会員入会おめでとうございま 

 す。今度「フーガ」に乗せてください。今後 

 とも宜しくお願い致します。 

・岩井会員 石蔵尚之君の入会を歓迎致しま 

 す。 

・延岡会員 石蔵君入会おめでとうございます 

 ＲＣのＰＲ宜しくお願いします。 

・友永会員 石蔵会員の御入会おめでとうござ 

 います。 

・浅野幹事 石蔵会員の入会を記念して。 

・鳥越会員 石蔵尚之会員入会おめでとうござ 

 います。 

・鳥井会員 石蔵尚之さんの入会を心からお喜 

 び申し上げます。宜しくお願い致します。 

・井手会員 石蔵尚之会員の御入会を大歓迎致 

 します。今後共おつきあい宜しくお願い致し 

 ます。 

・葉山会員 石蔵会員入会おめでとうございま 



 す。人吉ＲＣの広報宜しくお願いします。 

・青木会員 石蔵さんご入会おめでとうござい 

 ます。ロータリーでのご活躍をご期待致して 

 おります。 

・渡辺会員 石蔵会員ご入会おめでとうござい 

 ます。よろしくお願いします。 

・宮原会員 石蔵さん入会おめでとうございま 

 す。 

・宮山会員 石蔵会員の入会待ち遠しかった位 

 です。おめでとうございます。 

・小林清市会員 石蔵さん、入会おめでとうご 

 ざいます。仲良く遊びましょう。 

・中川会員 石蔵さん、入会おめでとうござい 

 ます。大歓迎いたします。楽しみましょう。 

・立山会員 尚之さんご入会おめでとうござい 

 ます。テレビの取材で松尾貴史さんと田中美 

 里さんにウンスンカルタを教えることになっ 

 て出席できずに残念です。 

 

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長 

・片岡会員 本年度、米山奨学生受入れ事業で 

 大変お世話になります。石蔵会員の入会、お 

 めでとうございます。 

 

【Ｒ財団委員会】     高山征治副委員長 

・石蔵会員 父、母はロータリー活動を生きが 

 いの様に感じておりました。長年ご厚情に感 

 謝して…  

・岩本泰典会員 石蔵尚之君の入会を記念し 

 て。 

・山賀会長 石蔵さんの入会を心より歓迎しま 

 す。素晴らしいロータリーライフを楽しんで 

 下さい。 

・浦田会員 石蔵会員の御入会おめでとうござ 

 います。 

・有馬会員 石蔵尚之さんのご入会誠におめで 

 とうございます。 
 
      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 
 

 

 

 ロータリーは下記のような人たちを必要と 

 しています。 
 
 ・金銭では動かすことのできない人。 

 ・富より人格を重んずる人。 

 ・思い切ってやってみる勇気のある人。 

 ・大衆の中にあって自分の立場を見失うこと 

  のない人。 

 ・物事の大小にかかわらず「うそ」を言わな 

  い人。 

 ・悪事に負けない人。 

 ・「他がしてるから」という理由で自分もす 

  るとは言わない人。 

 ・苦境にあっても順境にあっても友人を大切 

  にする人。 

 ・不評を買うことになっても真実を曲げない 

  勇気のある人。 

 ・回りの人たちが全部「イエス」と言って 

  も、勇気をもって「ノー」と言える人。 
 
（新会員のオリエンテーションと入会式の手引き）より 

 

 

 

  『クラブへ帰って来なかった会員より』 
 
 私が会員だった頃、皆さんのクラブは新会員

を探すのに随分力を入れておられるのには驚き

ました。 

 私を憶えておられる方がおられるでしょう

か？私は毎週例会に出席していましたが、私が

例会に出ていることに気付かれた方があるで

しょうか？いくら私がお友達になろうと努めて

も、皆さんはそれぞれに同席して親睦を楽しむ

特定の方がおられるようでした。 

 時折、見慣れない方と同席しましたが、誰も

私が同席していることに気付かなかったようで

す。私は何かの委員として活動できる機会を

待っていたのですが、その機会を分かち合って

下さる方はありませんでした。一度体の具合が

悪くて例会を欠席したことがありますが、その

理由を尋ねる人もありませんでした。 

 思うのに、私なんて居ても居なくても良かっ

たようです。私が誰かご存じですか？私はクラ

ブに帰って来なかった会員です。 
 
（新会員のオリエンテーションと入会式の手引き）より 

 

 

 

   

    ９月.10月例会と行事 

 

 ９月21日(金) 地区セミナー報告 

 ９月28日(金) 新世代委員会外部卓話 
 
10月  5日(金) 人吉警察署長外部卓話 

10月12日(金) クラブ協議会 

10月19日(金) 委員会月間卓話予定  

10月26日(金) 委員会月間卓話予定 

  

  9月15日(土) 別府RC創立60周年式典 

  9月17日(月) 地区米山奨学委員会セミナー 

  9月25日(火) 雑誌委員会家庭集会 

  9月28日(金) R情報・会員組織増強･職業分類 

         会員選考４委員会合同家庭集会 


