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      会長 渡辺洋文 
 

 本日はローターアクトとの合同

例会並びに忘年会です。宜しくお

願いいたします。 

 そして、タイ国チェンライロー

タリークラブ会長、原田義之様に

お越し頂いております。 

後ほど卓話をして頂きます。 

 それから、今日は嬉しい事に新入会員下田様

の入会式があります。予定が詰まっていますの

で、会長の時間は手短にしたいと思います。 

 12月８日、創造的奉仕プロジェクトセミナー

が熊本の保健科学大学にて開催されましたの

で、立山社会奉仕委員長・岩井職業奉仕委員

長・井手幹事の４人で参加して参りました。 

後日報告が有ると思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 本日は原田先生に卓話を御願いするわけです

が、僕が先生と初めて会ったのは今年の２月、

ローターアクトの全国研修大会で講演をされた時

です。始めは何処のおっさんやろ？と思って聞い

ていたのですが、聞いているうちに世の中にはこ

んな人がいるんだ、と衝撃を受け、帰りに先生の

本を買って帰り、すぐ読みました。読んでいるう

ちにアカ族の子供達に会いに行きたいなと思った

んですよね。そして何か出来ないかな、と思った

のが今回の寄付をするきっかけに成ったわけで

す。正に「超我の奉仕」を実践されているのだと

思います。次元は全く違いますが、釣りをして、

沢山釣れた時に｢お裾分けで｣その魚を配った時

に、「ありがとう」って喜んで貰えるのが、めっ

ちゃ嬉しいんですよね、多分自分１人の為だった

らあんなに頑張って釣ろうとは思わないです。家

族の為や好きな人の為だと思うから夜も寝ないで

頑張って釣れるのだと思います。次元は全然違い

ますが、｢超我の奉仕｣に通じるものが有るのか

な？と勝手に思っているのですが。 

 世の中にはこんな人が居るんだ、と言う事を皆

さんに知って欲しくて、原田先生にはるばるタイ

より来て頂きました。 

 ロータリーも奉仕・奉仕と盛んに言っています

が、自己満足に終わってる事が多いような気がし

ます。原田先生の話を聞いて奉仕の何たるかをも

う一度再認識して頂ければと思います。 

 

 

   幹事 井手富浩 
 
【第６回定例理事会承認事項報告】  

①「川上哲治氏の講演録」製本配布の件 

  300部 103,950円（税込）→承認  

②新入会員候補者下田文仁氏入会承認の件 

 →承認 入会式は本日12/13（金）行います。

③タイ・チェンライＲＣ会長原田義之氏 

  12/13(金）例会 外部卓話招請の件 

通  算  2 7 7 8回 

2 0 1 3年 1 2月 1 3日 

第 22 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 大賀睦朗委員 

        人吉ＲＡＣ合同人吉ＲＡＣ合同  忘 年 会忘 年 会忘 年 会 



 予備費より交通費20,000円.宿泊費8,550円、  

 忘年会食事代5,000円 計33,550円及び、 

 書籍販売依頼について（1,300円×32冊） 

 →承認 

④本日の例会18：00～「あゆの里」に変更 

  来年1/10（金）の例会は「新年会」の為、 

 18：30～「あゆの里」に変更 →承認 

⑤年末年始の事務局休日の件 

 12/30（月）より1/3（金）まで  →承認 

⑥タイ、アカ族支援計画の件  

 500,000円 →承認    

⑦映画「じんじん」人吉市上映実行委員会より 

 後援依頼の件 →承認 

 講演内容： 

（1)チケットの代行販売(買取りやﾉﾙﾏは無し) 

（2）広報誌掲載、ポスターの掲示等の広報

（3）ﾎﾟｽﾀｰ･ﾊ ﾟﾝ ﾌﾚ ｯﾄ類における名義使用   

【連絡事項】  

①日本百名城 人吉お城まつり実行委員会よ 

 り、H25 11/29開催の「第1回全体会議」の 

 報告が届いております。   

 実施日時;H26 5/3(土)10:00～22:00 

        5/4(日)10:00～17:00  

②半期決算ですので、会費と諸費の支払を来週 

 例会時12/20(金)までに御願いします。 

【配布物】なし   

【回覧物】なし   

【例会変更・取止め】 

 年末年始に付き多数の例会変更案内が届いて 

おりますので掲示します。  

     

 

入 会 式 
 

 下田文仁会員 

 

新会員紹介         推薦人 塚本哲也 

 この度は下田文仁君の入会を御承認いただき

ありがとうございます。今日、13日の金曜日と

いう大変覚えやすい日に入会できて本人も喜ん

でいることと思います。 

 下田会員は昭和42年生まれの46歳、ちなみに

血液型はＯ型だそうです。人吉二中、人吉高

校、そして最近「八重の桜」で毎回舞台となっ

ています同志社大学を卒業されました。渕田会

員同様、元教員をされており、宇土高校、水俣

高校、矢部高校そして人吉高校では定時制の社

会の教師を歴任された後、現在大和一酒造元を

継がれて代表社員として頑張っておられます。 

 また、大賀会員が会長をされています人吉温

泉観光協会の専務理事や球磨焼酎組合の理事、

市の文化財保護委員などもされており、各方面

で活躍中でございます。 

 家族構成は、ご両親、奥様、娘さんと息子さ

んの子供２人と計６人という事です。１年前に

ＮＨＫで放送された「家族に乾杯」で鶴瓶師匠

と元魁皇の浅香山親方が人吉に来られました

が、その放送をご覧になった方はお父様と奥様

は良くご存知かと思います。 

 趣味としまして最近はバスケットボール観戦

をすることだそうです。特技は以前、国体に出

場した山岳競技の監督をしていたこともあり、

国土地理院の25,000分の１の地図を読むことだ

そうです。責任感も強く、仕事も一生懸命にす

る研究熱心な好青年ですので皆さんどうぞ宜し

くお願い致します。 

 

バッチ贈呈及び歓迎の言葉  会長 渡辺洋文    

 下田様ご入会おめでとう御座います。今日は

ローターアクトと合同の忘年会ですので、アク

トのメンバーや、ロータリアンの皆様との交流

を深めていただきたいと思いますし、原田先生

の卓話も聴けて、最高の入会日では無いかと思

います。一日も早く慣れ、人吉ロータリーに入

会してよかったなと思ってもらえたら嬉しいな

と思います。 

 

入会者の挨拶       新会員 下田文仁 

  皆様こんにちは。下田と申します。とても良

い日に入会をさせて頂き嬉しく思います。 

 日頃からお世話になっている方々がたくさん

いらっしゃることにたいへん心強く思っており

ます。これからまた皆様と縁を深めていけたら

と思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

所属委員会の発表      幹事 井手富浩 

 ご入会おめでとうございます。下田会員の所

属委員会は、クラブ運営委員会の「ＳＡＡ」と

「親睦委員会」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。 

 

ロータリー情報委員会   委員長 和田栄司 

 新入会員入会選挙の報告をいたします。 

新入会員名 下田文仁（ふみひと）さん。 

 ＲＩ定款第５条第２節『クラブは善良な成人

であって、職業上および、（または）地域社会

で良い評判を受けている以下のような正会員に

よって構成される。』の定められた資格にもと

づき、人吉ロータリークラブ細則、第11条によ

り下田さんがクラブ定款の職業分類と会員資格



の条件をすべて満たしていることを確認いたし

ましたので、先日12月12日人吉ロータリークラ

ブ事務所においてオリエンテーションを受けら

れ、入会金を納めていただき、クラブの会員に

選ばれました。ここにご報告いたします。 

 後見人は推薦者の塚本哲也会員にお願いいた

します。下田さん入会おめでとうございます。 

   

 

        外 部 卓 話  

 

   

 RI3360地区（タイ国）  

    チェンライＲＣ 

    会長 原田義之 

 

   

 

     「 輝く瞳に会いに行こう 」 

 

１．ミャンマー、ラオス、タイ国境近くの 

  ワーヴィ村に我が身を移して 

 さて自己紹介をさせて頂きます。 

 私は６年前の６３歳に、会社経営から一切身

を引き、タイ北部・チェンライにありますタイ

国立ダムロン高校でボランティア教師をしてい

ます。その傍らアカ族村の現地に入り、貧困な

アカ族子供たち支援のためミャンマー、ラオ

ス、タイ国境近くのワーヴィ村にあるアカ族子

供寮「夢の家」の子供たちへの「就学支援」と

「識字率向上」奉仕を、６９歳の我が身を張っ

て行っております。 
 
２．子供たちの瞳に魅せられて 

  私は６年前に、極貧なるが故に就学が出来

ず、母国語であるタイ語を学ぶことの出来ない

山岳部・アカ族の子供たちに出会いました。そ

してその子供たちの瞳に、私は貧困とは無縁の

輝きを見たのです。私はその子供たちの輝く瞳

に魅せられたのです。そしてそのことを著書

「輝く瞳に会いに行こう」（出版社・幻冬舎ル

ネッサンス）を著しました。 
   
３．「悪の予備軍」にだけは 

 貧困な中にあっても、瞳を輝かせタイ語を一

字一字学習するアカ族の子供たちとの絆は深ま

るばかりです。それには訳があります。この地

は「ゴールデン・トライアングル」として昔か

らの麻薬取引、売春地帯なのです。もしこの子

供たちが就学することなく母国語・タイ語の識

字機会を得られなければ、やがてタイ社会に巣

立ち、タイ語が使えないまま人生を送るので

す。子供たちの中には麻薬の運び屋、売春、エ 

イズのキャリヤーに身を転じる人が、今でも後

を絶ちません。その「悪の道の予備軍」に、私

の目の前にいるこの子供たちを踏み込ませては

ならないのです。 
 
４．山岳民族とタイ語 

 さて話が前後しますが、アカ族はタイ北部一

帯に集落を形成し点在をしています。アカ族は

文字を持たないアカ語で生活をしています。歴

史的な居住環境から自民族内での生活が主と

なっています。従って無就学に近い成婦人も多

く、識字率は５６％です。しかしタイ国民であ

る以上、タイ語の習得なくして恵まれた生活

や、将来への希望にはほど遠いのです。すなわ

ち子供たちのタイ語の習得は必須なのです。 
 
５．学ばれないタイ語 

 しかしそのような点在集落実態から、子供た

ちは数十キロ離れた小学校で学ばねばなりませ

ん。すなわちタイ語を学ぶためには、学校のあ

る村や町で寄宿し、学校に通う必要がありま

す。それが出来ない子供たちがいます。厳しい

山岳での親の農業収入は、一家族７，８人で働

き一万円程度です。子供を寄宿舎に預け学校に

通わせることは愚か、働き手として欲しいほど

です。 
 
６．「識字率向上」奉仕とは 

 先進国の我々が、子や孫たちの生きる将来に

麻薬、売春、エイズのない平和な世界を望むな

ら、この子供たちに就学機会と識字機会を支援

することです。生活を、学費を支援してあげる

ことです。前述の通り親たちの農業収入では、

そのすべてが困難なのです。 

 これを可能にするには、日本を含む先進国の

国際奉仕活動を必要としています。まして「識

字率向上」を標榜するロータリークラブが目を

背けることは許せないでしょう。 
 
７．私の具体的奉仕活動 

 その一方で、子供たちは日々の就学環境を確

保しなければなりません。ノーベル平和賞を受

賞されたモハマッド・ユヌス氏が唱えていま

す。貧困者へ物資の支援も必要だが、最良の奉

仕は彼ら自らが「自活できる生活サイクルを提

供して上げること」だと。私はこの教えに沿っ

て、ワーヴィ村にあるアカ族子供寮「夢の家」

で、子供たち自ら耕作が可能な畑と種子、苗そ

して農機具を提供して、自活できる生活サイク

ル支援を実践しています。子供たちへ、地道で

すが最も確かな識字向上支援をしております。 
 
８．今回「人吉ロータリークラブ」様からの 

  貴重な支援金について 

 子供たちの寄宿環境は劣悪です。ですから子

供たちに少しでも学習し易い就学環境整備を整

備する必要があります。今回の支援金は、その

ために使わせて頂き、子供たちに安心して識字



   進行；親睦 村山能史委員長・漆野智康委員 

 

挨拶          人吉ＲＣ会長 渡辺洋文   

 今年度も、何とか無事に半分が過ぎようとし

ています、メンバーの皆様のご協力のおかげだ

と思います、ありがとうございました。 

 今日は、原田先生、新入会員の下田君、アク

トのメンバーとみんな揃って迎えられる、とて

もハッピーな忘年会だと思います。どうか、ご

ゆっくりお楽しみください。 

           人吉ＲＡＣ会長 眞鍋豊宏   

 人吉ロータリークラブの皆様こんばんは。 

 10月12、13日の地区ローターアクト年次大会

には、多くの登録ご参加を頂きありがとうござ

いました。皆様のお力添えのお陰で、参加の

方々よりたくさんのお褒めの言葉を頂くことが

できました。人吉のＰＲも出来たと思います。 

 また、12月家族月間の合同清掃活動へのご協

力ありがとうございました。これからはもっと

多くの方の参加ができるよう努力したいと思っ

ております。上半期は年次大会に全力で力を注

いで参りましたが、これから下半期は新たな気

持ちでより一層頑張っていきたいと思っており

ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

乾杯  

  伊久美寛志パスト会長 

 

 

  

向上に向けた生活を送って頂きます。ご支援を

ありがとうございました。完成の暁には会計報

告と完成写真を添えて報告をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

【アカ族支援寄付金の贈呈・バナーの交換】 

              会長 渡辺洋文 

 原田先生卓話ありがと

うございました。 

 今年の２月に先生の講

演を聴いて、人吉ロータ

リーのメンバーにも聞い

て欲しいと思っていたの

が現実になり、とても嬉

しいです。アカ族の子供達にも会いに行きたい

と思いますので、その節はよろしくお願いいた

します。そして先生の本の購入も皆さんどうぞ

宜しくお願いします。 

  

【次年度】 ＳＡＡ委員長発表 

           会長エレクト 鳥井正徳 

 被選理事会において次年度ＳＡＡ委員長が決

定しましたのでご紹介致します。山田仁法会員

です。宜しくお願いします。 

 

       次年度ＳＡＡ委員長 山田仁法 
 
 皆様のご協力を頂きながら、

真面目で且つ楽しい例会を作っ

ていけたらと思っております。

どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

 

後ろ奥が男子寮 右がゲストハウス 

女子寮前の廊下 

男
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手に手つないで 閉会 鳥井正徳会長エレクト 

 


