
     
    山賀勝彦会長 
 

 皆さん、こんにちは。朝のテレビの天気予報

で、近頃人吉・球磨地方の濃霧注意報が出るよ

うになりました。我が家から会社までの出勤

は、大橋を通るルートや、人吉橋を通るルート

と気分により変えておりますが、永国寺の前か

ら人吉橋までの両側の銀杏の葉が近頃、薄っす

らと色づき始め、徐々に秋の深まりを感じるよ

うになりました。（しかし、人吉橋際の両側６

本ずつはいつまでも青色をしているのを、皆さ

んはお気づきでしょうか。いつも不思議に思っ

ていますが、これはひょっとしたら大賀温泉の

地下の温泉脈が通っているのかも知れませ

ん。） 

 また、大橋ルートでは、人吉総合病院の新棟

が９階まで立ち上がり、郡市で初めての銀色に

輝く勇壮な屋上ヘリポートを眺めながら出勤し

ています。郡市の中核病院にふさわしい素晴ら

しい病院が一日も早く完成することを期待して

います。木村先生には、人吉・球磨の中核病院

のトップとして益々のご活躍を祈念いたしま

す。 

 さて、私は９月22日(土)・23日(日)の二日

間、秋の相良三十三観音巡りを初めて経験しま

した。これは、このお彼岸のうちに三十三観音

巡りの事を、どなたかに卓話をお願いしたいと
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思いまして、元観光協会理事で三十三観音巡り 

も十回以上の経験がある下瀬さんにお願いしまし

たが、（諸先輩方が多い、人吉RCメンバーの前で

はおこがましくて話ができない。）と丁重に断ら

れましたので、それでは自分で廻らねばと、二

十ヶ所廻りました。 

 一日目はバスツアーに参加し、球磨村・渡の

『鵜口観音』からスタートし、温泉町の『湯の元

観音』・下戸越の『三日(さんじ)原観音(はらか

んのん)』に行きましたが、そこでは、和田パス

ト会長の奥様も偶然に一緒のお参りとなりまし

た。次の西間上町の三番札所の『矢瀬が津留観

音』の前は、北会員のご自宅でした。それから順

次市内や相良村・山江村を廻りました。観光案内

人の鶴上さんの名ガイドにより、それぞれの観音

様にまつわる謂(いわ)れの説明を受け、歴史の深

さを感じました。また、お彼岸期間中の各観音さ

んでは、地元の方々が毎日当番で、手作りのおや

つ等を何種類も作りお茶を出して、やさしい心遣

いのおもてなしに触れることが出来ました。因み

に三十三観音の中で、一番のおもてなし処は、あ

さぎり町・岡原の二十九番札所の『宮原観音』が

人気があるそうです。ロータリーは、奉仕の心で

すが、観音様もおもてなしの心でると、何か相通

じるものがあるように感じました。 

 今回は、秋の彼岸に廻りでしたので、道端を彩

(いろど)る彼岸花や、相良村の『十島観音』のヒ

ガン桜が美しく咲いており、カメラに収めてきま

した。残りは、来年の春のお彼岸に廻りたいと思

います。三十三観音巡りは、朝食を抜き、腹を減

らしてのバスツアーがおもてなしを充分いただき

楽しめそうです。 

 ところで、みなさんはカメラやプリンターの

メーカーの『キャノン』の社名の由来が、観音様

のカンノンからきている事をご存知でしょうか。

観音様のご慈悲にあやかりたいと云う気持ちで名

前が付いたそうです。呼び名はキャノンですが、

キャノンのヤの文字は小文字ではなく、よく見る

と、大文字で書いてあることに気が付かれるで
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しょう。 

 ところで、本日私が三十三観音巡りの話をしま

したもう一つの理由は、私ごとで恐縮ですが、私

の三男が四年前の二十九歳の時に、四国八十八か

所、1400キロを昔ながらの完全『歩き遍路』で廻

り、帰ってきてから、遍路の厳しさ・見知らぬ人

からの励ましの声掛け・行く先々で暖かい接待を

受けたことで、遍路の廻る前と後では、自分の中

でも何かが変わったようだと話してくれました。

人吉ＲＣでも、岩本パスト会長が八十八か所巡り

を、何回か廻っていらっしゃいます。皆さんも、

身近な三十三観音巡りを経験されてはいかがで

しょうか。 

 最後になりましたが、25日には、雑誌委員会の

家庭集会が開催されました。立山委員長の家庭集

会は家庭集会のお手本のような、『おもてなしの

心』一杯で、女房の理解なくしてロータリーなし

と云う奥様参加型の楽しい雰囲気の家庭集会でし

た。また、料理は、奥様の手料理はもちろんの

事、渡辺エレクトが錦江湾で釣り上げた４キロ以

上の大きな鯛とカツオ、それに中島副委員長の豆

腐で、焼酎もおいしくて、夜遅くまで盛り上がり

ました。雑誌委員会は今年の計画に、『ロータ

リーの友・人吉版』の作成を掲げられておりま

す。どのようなものが出来るか楽しみに期待して

います。これで、本日の会長の時間を終わりま

す。 

 

   

   浅野 強 幹事 
 

【連絡事項】  

１．岡村泰岳ガバナーからの公式訪問お礼状 

  [掲示] 

２．別府ＲＣ60周年記念式典参加お礼状[掲示] 

３．米山記念奨学会より中国学友会総会の延期の 

  お知らせ[掲示] 

 （10月27日上海で開催予定が国際情勢の悪化に 

 伴い安全を優先に考え延期されるとの中国米山 

 学友会長のメッセージ) 

４．ハイライトよねやま[掲示] 

５．米山月間用資料の申し込み案内[片岡米山記念 

   奨学委員長へ] 

６．10月12日はクラブ協議会を開催します。 

    今回はクラブ奉仕委員会、クラブ運営委員会 

    の半分の委員会を開催させていただきます。 

    残りの委員会は来年２月に開催を予定しま 

    す。クラブ運営委員会＝親睦、SAA、プログラ 

    ム、ニコニコ箱、出席の５委員会奉仕プロ 

    ジェクト＝社会奉仕、環境保全新世代、米山 

    奨学、Ｒ財団の５委員会  

    案内は別途委員長へＦＡＸ   

【回覧物】     

 人吉中央ＲＣの会報   

   

 

 

 

【国際奉仕委員会】       有村隆徳委員長 

 台北稻江ロータリークラブの11月訪問につい

て連絡します。月曜日に連絡が入りまして、来

訪人数は５～６名だそうです。昨年の台北での

第３次姉妹調印式では、式典及び観光・ゴルフ

コース共に大変お世話になりましたので、是非

会員皆さんで歓迎したいと思っております。そ

の時は宜しくお願い致します。 

 

【親睦委員会】         漆野智康委員長 

 10月21日の荒尾ロータリークラブとの親睦ゴ

ルフコンペについてお知らせします。ＦＡＸで

お知らせしましたように当日は７時30分に出発

します。集合場所は水野会員事業所㈲ミズノで

す。バス利用の有無を、後日うかがいます。 

 

【ローターアクト委員会】    安達玄一委員長 

 人吉ローターアクトクラブの10月例会及び行

事の案内です。 

 10月20日(土)午前10時から、茶の蔵にて『八

代･熊本北･城東･人吉ＲＡＣ合同のウンスンカル

タ大会』を予定しております。そのお稽古会を

10月２日午後７時30分から同場所で行ないま

す。 

 例会の案内です。第１例会は10月７日(日)午

後１時より、八代ＲＡＣと合同でウンスンカル

タ例会を茶の蔵で行ないます。第２例会は10月

16日(火)午後８時から八代にて八代ＲＡＣと合

同例会を予定しています。 

  
 
   馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 

【新世代委員会】 

 

     新世代のための月間 外部卓話 

 

講師紹介          戸高克彦委員長 

 皆さんこんにちは、新世代委員会です。今月

は新世代のための月間ということで外部卓話を

お願い致しております。 

本日の出席率 

会  員  数   68名   78.13% 

出 席 免 除 4名 9 / 14例会出席率  84.38％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 田中・宮山・片岡啓・山口・木村・本田・大賀・葉山・平田 

 石原・尾上・北・中村・齊藤 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，牛島 

＊メークアップ  

ｸﾘｰﾝ人吉；鳥越・塚本・堤脩・浦田・牛島・渡辺・山賀・山口 

水俣ＲＣ；中川 

人吉ＲＡＣ例会；安達・中島・平田・立山・片岡忠 



 本日卓話を頂きますのは、人吉市役所教育委員

会社会教育課長久本禎二様です。本日は宜しくお

願いたします。講師のご紹介をさせていただきま

す。 

 久本様は、我々新世代委員会で会議や活動に参

加をしております「人吉市青少年育成市民会議」

の事務局長であられ、青少年育成のための地域環

境づくりに取り組みご指導いただいております。

又、人吉市少年野球クラブの代表でもあられ、30

年以上の長期に渡り少年野球の御指導をしていた

だいております。私自身も３回生のＯＢであり、

長男、次男も大変お世話になっております。技術

的ご指導もさることながら、集団活動の中での協

力や楽しさ、悔しさ仲間意識を自然と学び、子供

同士だけでなく、大人と子供のコミュニケーショ

ンづくりにも大きな役割を持つのがスポーツだと

実感しますが、このような環境をずっと守ってい

ただいた事に深く感謝いたします。 

 本日は各地で見直されておりますスポーツ教育

をテーマに指導者としての経験談を交えながら青

少年育成に関する卓話をお願いしたいと思いま

す。それでは久本様よろしくお願いします。 

 

   

  人吉市  

  教育委員会社会教育課 

    課長 久本禎二 様 

 

   

 

    プロフェッショナル・仕事の流儀 

         （ＮＨＫ月曜日午後10:00） 

   平成24年9月24日(月)「家政婦のミタ」 

         脚本家 遊川和彦 

    ぶつかりあって愛がうまれる（最終回） 

 

    2010年3月21日(日)大道典嘉 

    「すべては 一振りのために」 

     ○「バット短く・息長く」 

     ○「構え小さく・夢は大きく」 

  ソフトバンクから突然の解雇通告を受け、読売

巨人に入団。クビか生き残りかの瀬戸際の中で、

一打席で結果が出るわけですが、「準備と研究：

特に目の準備（ナイター照明：東京ドーム）」   

 代走のスペシャリストが走ってチャンスをつく

り、代打のスペシャリストの大道選手が登場する

わけです。大道選手は元ソフトバンクの杉内投手

からホームランを打ちます。２－２の平行カウン

トから、８割から９割はフォークボールを待って

いた。「極限の緊張感が、歓喜の爆発に変わ

る。」 

 

 行き当たりばったりは無理。とにかく研究する 

 こと。準備と研究だ(勉強) 

 子供たちにも野球ばっかりでは、ダメ。学校の  

 勉強も一所懸命に！！ 

 「早寝・早起き・朝ごはん」国民運動の推進 

  について（文部科学省） 

 子どもたちが健やかに成長していくためには、

適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡

眠が大切です。また、子どもがこうした生活習慣

病を身に付けていくためには、家庭の果たすべき

役割は大きいところですが、最近の子どもたちを

見ると、「よく体を動かし、よく食べ、よく眠

る」という成長期の子どもにとって当たり前で必

要不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れていま

す。こうした基本的生活習慣の乱れが、学習意欲

や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘され

ています。 

 このような状況を見ると、家庭における食事や

睡眠などの乱れは、個々の家庭や子どもの問題と

して見過ごすことなく、社会全体の問題として地

域による、一丸となった取組みが重要な課題と

なっています。 

 このため、平成18年４月24日には、本運動に賛

同する100を超える個人や団体、(ＰＴＡ、子ども

会、青少年団体、スポーツ団体、文化関係団体、

読書･食育推進団体、経済界等）など、幅広い関

係者にご参加いただき、｢早寝早起き朝ごはん」

全国協議会が設立されたところです。子どもたち

の問題は大人一人ひとりの意識の問題でもあり、

これを契機として多くの団体とともに、子どもの

基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上につな

がる運動を積極的に展開してまいります。 

 

「2012年2月6日；プロフェッショナルを導いた言葉」 

         リーダーとしての大切名言葉 

        …人生の道標となった言葉… 

７割で良しとして 褒めてやる… 

     おまえが７割で良しとして褒めてやれ 

得るは、捨てるにあり… 

         何かを捨てなければならない 

どうにかなることは どうにかなる  

    どうにもならんことは どうにもならん 

人は変えられないが 自分は変えられる 

決まった道はない ただ行先があるだけだ 

自分の場所に 誇りをもつ人間が好きだ 

建築とは、建物ではなく人間なんだ 

まだ山は下りていない 上っている… 

        強い気持ちで癌と戦っている 

人生は一本の線ではない 一日という点が連続し

て一本の線になる 

日本屈指の樹木医･塚本こなみ。 

樹木の治療は、時に何年にもわたる。すぐに結果

が出る仕事ではない。地道な努力が必要だ。そん

な塚本の座右の銘は、先輩から言われた言葉だ。 

人生は一本の線ではない 

一日という点が連続して、一本の線になる 

毎日を大切に生きる。そうすれば、いつか振り

返ったときに、人生という線ができる。樹齢何百

年の木も、一日一日を重ねたからこそ今に至って

いる。だから今日という日を精一杯生きることが



大事なのだ。塚本はこの言葉を胸に、樹木と向き

合う。 

 

  プロフェッショナル・仕事の流儀 

        （ＮＨＫ月曜日午後10:00） 

  平成24年4月23日(月)投手コーチ： 

       佐藤義則(44歳まで現役を続け) 

「まっすぐ戦う、勇気を持て」「全力で褒める・

全力で叱る」 

「選手が迷って練習をしないように・選手に嫌わ

れながら育てていく」 

楽天イーグルス 投手31人…１軍のキャンプ20人

しか参加できない…1軍12人 

ダルビッシュ・田中将大 阪神：井川 日本ハ

ム：武田など 

 

    「練習は本気・本番は遊び」 
 
 佐藤は、練習で常に120％の力を出して本気で

投げることを求める。実戦では多くの場合、緊張

や不安などもあり80％くらいの力でしか投げられ

ないことを佐藤は経験上知っている。だから練習

では120％全力で投げる、そうすれば本番でリ

ラックスして投げることができ、最良のパフォー

マンスが発揮できるからだ。選手に120％全力で

練習することを求める佐藤。選手への指導も常に

真剣勝負だ。選手の投球を傍らで見ながら、全力

で褒め、全力で叱る。いい時はどこがいいのか、

悪い時は逆にどこが問題なのかを強い言葉で先週

に伝える。遠慮はせず、評価を曖昧にしないこと

で、選手の中にある迷いや不安を払拭するのだ。

明確に評価することで選手は自分の持ち味を理解

し、同時に課題を確認することもできる。「選手

が進むべき方向性を示してあげることが何よりも

大切なコーチの仕事だ」と佐藤は言う。 

 中学・高校時代に最も力を注いだこととして

「部活動」を挙げる人は多い。全国大会を目指し

て流した「汗」は、社会に出ても苦境に向かう自

信となる。また、部活動で育んだ仲間との絆は強

く、東日本大震災の被災地では、部活動の再開を

きっかけに心の落ち着きを取り戻した事例もある

そうです。 

 

 今後の課題（社会教育課スポーツ振興係） 

「スポーツを核にしたまちづくり」を推進してい

くには、地域における生涯スポーツの実態と課題

を把握し、現在行なわれている施策の問題点を明

らかにしながら、行政が果たさなければならない

課題、市民の果たす役割など、スポーツ振興のた

めの施策を見直すことが必要である。 

 今後、ひとよし春風マラソン大会の充実（おも

てなし・招待選手を呼ばなくてもリピーターが増

えるように、その分選手が喜んでもらえる・還元

できるもの）を図り、〝市民と行政がお互いの立

場を尊重しながら、対等な立場で、相互に役割を

担いながらのまちづくり″を進めていかなければ

ならない。 

 今後の自治体において、住民と行政の協働は必

須であり、魅力あるまちとして発展するために

は、住民との関係(パートナーシップ）を構築し

ていかなければならない。 

 まち全体に活気がみなぎるよう、これからの仕

事にさらに全力で精進したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】      小林祐介委員 

・山賀会長 久本様の卓話、誠にありがとうござ 

 いました。益々のご活躍を祈念致します。 

・渕田会員 久本様、卓話ありがとうございまし 

 た。さて、明日、山江保育園運動会です。とび 

 入り大歓迎ですので子供たちの元気な姿をぜひ 

 見に来て下さい。 

・岩井会員 久本様、ようこそいらっしゃいまし 

 た。私は学生時代は野球しかやっていなかった 

 ですよ。 

・戸高会員 久本様、本日はお忙しい中快く卓話 

 を受けていただきありがとうございます。いつ 

 もお世話になりっぱなしですが、いつか恩返し 

 が出来るよう頑張ります。 

・有馬会員 久本禎二課長、本日はご多用の中  

 卓話いただきましてありがとうございました。 

 今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

・中川会員 久本様のご来訪及び卓話いただき 

 ありがとうございます。 

・鳥井会員 人吉市教育委員会社会教育課長の 

 久本課長さん、大変有意義な卓話ありがとう 

 ございました。今後益々の御活躍を期待致し 

 ます。 

・岩本泰典会員 人吉市の社会教育課長久本禎二 

 さんの卓話ありがとうございました。彼は私の 

 甥と同級生でして、私の家の一宿一飯で大きく 

 なったのだそうです。嬉しい卓話に重ねて感謝 

 します。 

・安達会員 久本課長へ 9月20日の西小学校Ｐ 

 ＴＡ活動の“ようこそ先輩”には娘（天音美 

 広）を呼んでいただきありがとうございまし 

 た。人吉ローターアクトの桝田（マスダ）会長 

 は井ノ口町出身です。ご指導お願いします。 

・有村会員 久本さん、マラソン大会ではお世話 

 になりました。 

・井手会員 早退します。申し訳ありません。 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 


