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 ８日の土曜日、東西コミセン

にて、スペシャルオリンピック

スの人吉ブランチ発足式が開催

されましたので、出席して来ま

した。案内が届いたときは、な

んだろうと思ったのですが、一

応出席で出しておきました。その後、延岡ノミ

ニーが代表になったと言う事で、出席にしとい

て良かったなと思いました。 

 このスペシャルオリンピックスは、知的障害

のある人たち（アスリート）に日常的なスポー

ツプログラムとその発表の場である協議会を提

供し、彼らの自立と社会参加を支持するボラン

ティア活動です。パラリンピックの民間版とで

も言うのでしょうか。熊本県内では、熊本市や

荒尾、御船、八代、玉名、城南、宇城、菊陽、

天草、水俣、植木、小国などで、陸上や水泳、

ボウリングなどのスポーツプログラムを定期的

に実施し、地元に住む大勢のアスリートが楽し

くトレーニングに励んでいます。 

 詳しい内容やお願いについては、また延岡代

表からご説明があると思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 いよいよ明日から、地区大会が始まります。 

後ほど井手幹事より連絡事項、赤池会員より地区

大会の話が有ると思いますのでよろしく御願いい

たします。 

 今月は識字率向上月間ですので、原田先生の

facebookの投稿の中から、アカ族夢の家に関する

ものを少しだけ抜粋してご紹介したいと思いま

す。 

①アカ族子供寮に、きれいなトイレができた今回

ワーヴィ村のアカ族子供寮を訪れた目的が、他に

ある。それは新築トイレ完成の立ち会いだ。私は

依頼があれば日本各地に卓話・講演に行くことに

暇がない。そこでアカ族子供たちの「識字向上」

以前に、就学環境整備として「トイレの新築」を

訴える。昨年末にロータリーの大阪地区にある堺

フェニックスＲＣと松原中ＲＣさんにこの願いを

提案、会長さん、理事会で即決され、当日の「ニ

コニコ箱」を子供たちの願い充当してくれた。総

予算２２万円で見事なトイレが完成した。トイレ

３室に、贅沢にシャワー室一室だ。３月末から訪

れるタイの夏。ほどなく「死に至るデング熱病や

マラリヤ」を媒介する蚊が横行する時期だ。「実

にタイミングの良い支援を得られた」とアカ子供

たち共々に感謝の気持ちで一杯です。  
 
②アカ族子供たちにも支援の鉛筆が大阪・初芝立

命館高校インターアクト（ロータリークラブ提唱

の若者の奉仕クラブ）の若者たちが、私に鉛筆や

文房具を託してくれた。もちろん北タイの子供た

ちにだ。ようやくアカ族の子供たちの手元に届け

ることができた。日々の多忙に謀殺されていた私

は、昨日ミャンマー、ラオス、タイ国境地帯にあ

るワーヴィ村を訪れた。事前に私の訪問を聞いて

いた子供たちは、私が子供寮「夢の家」に着き車

から降りるなり抱き付いて来た。こんなに私の訪

問を心待ちしていたのだと知るや、私の心の中で

は「ごめんね」と謝った。でも今回の訪問は日本

の若者たちの優しさが一杯詰まった文房具のプレ

ゼント持参だ。現金な子供たちはもう半泣き顔か
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ら、この喜び顔だ。この鉛筆１本が、アカ族子

供たちの「識字向上」の第一歩になることだろ

う。 
 
③感涙 我が頬を濡らす昨夜は今回の卓話行脚

最終の熊本・人吉ロータリークラブだった。私

のこの一年の８０卓話、講演で見たことのない

光景を見た。それはローターアクトとの合同例

会だ。若者が演台左前の席に座り、若い眼差し

で私を見つめる。卓話時間は５０分を経過し

た。私は最後の最後の一言を絞り出し、語り終

えた。それには訳がある。当クラブの渡辺会長

さんとは今年２月熊本で開催されたローターア

クト全国大会終了後に名刺交換を交わした。そ

の時彼の眼孔奥深くに、強い信念を見た。それ

は一時間に亘る「輝く瞳に会いに行こう」の私

の講演を聞かれての強い決意であることは容易

に判断できた。彼の強い思いは「それでした

ら、私会長職を下ります」と、一途に「識字向

上を希求する」アカ族子供たちを助けずして

「奉仕の理想を語るにあらず」程の強い思いで

あったことが、周囲メンバーから私に語られ

た。 それを知った私にできることは、満を持

して持ち時間最後の残り一秒まで、最後の一語

まで絞り出し皆さんに語ることと悟った。渡辺

会長から手渡された寄付金は、厚みのある中途

半端な額ではなかった。その厚みを肌で感じた

私は「感涙 我が頬を濡らさず」にはおられな

かった。 
 
④たった一本の鉛筆に、大きな優しさが今回の

「チェンライ大作戦」では、多くの心ある奉仕

を残した。私は去る９月２７日に「京都北ロー

ターアクト」の例会講師として伺った。その席

に親クラブ・京都北ロータリークラブの久木英

裕会員もおられた。私は講演の中で「皆さん

に、今でもできるアカ族子供への識字向上奉仕

があります。一本の鉛筆でもいい、机の引出し

から見つけ私に託してください。５０人の方が

してくれたら、奉仕先「夢の家」の子供が、向

う半年は母国語・タイ語を学び続けられます」

と。久木会員は帰宅され、すぐにお子さんに話

をされたそうです。７歳の陽菜（はるな）ちゃ

んと１１歳の楓佳（ふうか）ちゃんは、早速小

さな心を動かしました。後日久木会員さんから

私の手元に「小さな、でも大きな優しさが詰

まった」封筒が届きました。何とそれには、二

人姉妹からの２５本の鉛筆が入っていました。

私は今回のアカ族子供支援の折に、アカ族子供

たちに、その経緯も話し「最後に、たった一本

の鉛筆ですが、大きな優しさがこもっていま

す。しっかり勉強をしてくださいね」と。参加

された２０人のロータリアンやＮＰＯ会員の方

の中からは、目頭を拭かれた方もおりました。

はるなちゃん、ふうかちゃん、優しい心をあり

がとう」 
 
 人吉ロータリーの支援が、形になった時はま

た大勢でアカ族夢の家を訪問できたらいいなと

思います。 

 

 

              

        幹事 井手富浩 

【3/14持ち回り理事会承認事項】         

①渕田秀雄会員より退会届が提出されました。 

 （3/12付）→承認    

【連絡事項】     

①RID2720地区青少年奉仕部門長、RAC･RYLA委 

 員会より、2770地区（埼玉南東）2720地区 

 （熊本、大分）RYLA委員会交流会の案内が届 

 いております。 

   日 時;4/20(日) 19：00～ 

   場 所;「城見櫓」会費￥5,000  

  →渡辺会長、安達RA委員長へお渡しします。 

②人吉商工会議所 岩下会頭より「平成26年度 

 民謡民舞九州地区大会」の開催に伴う入場券 

 販売及びポスター掲示の御願いが届いており 

 ます。 

  日 時；4/12(土)11:00～4/13(日)9:00～  

  場 所；カルチャーパレス 

         ２回通用券 ￥1,000円です。  

③RID2720地区小山ガバナーエレクトより、当 

 クラブ中川貴夫会員へ次年度地区役員への委 

 嘱状が届いております。伝達式を行います。 

④RID2720 2014～15年度小山ガバナーより、 

 2014～15年度Ｒ財団地区補助金利用の受給計 

 画書提出の案内(仮申請)が届いております。 

 提出期限は、2014年３月末となっております 

 ので、鳥井エレクトへお渡しします。  

⑤先日御案内致しました熊本第６グループ 」 

 ＩＭへの参加者がほとんどありません。熊本 

 第６グループの大切な行事ですので、翌日の 

 地区協議会参加者15名の方を除く他会員の方 

 に再登録依頼を致します。  

⑥明日からの地区大会参加者の皆様への日程説 

 明及びクラブよりコホストとしての応援体制 

 についての説明（別紙参照）  

【配布物】      

①ガバナー月信３月号が届いております。配布 

 します。    

【回覧物】     

①ロータリー情報研究会より「ロータリー情報 

 冊子」のご案内が届いております。  

 回覧しますので、必要な方は事務局まで御申 

 込み下さい。     

②ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議 

 会より 2013～14年度中間収支報告書が届い 



 ております。回覧します。   

【例会変更・取止め】     

熊本西南RC 3/27→18:30～ 

 姉妹クラブ韓国釜山海震台ＲＣ親善訪問例会  

 場所を熊本全日空ホテルニュースカイに変更

熊本北RC 3/20→3/21 18:30～ 

 姉妹ｸﾗﾌﾞ台北羅馬RC創立17周年記念合同例会

の為、場所「グランドハイアット台北」に変更

熊本東RC 3/25→3/26 9:00～へ変更 

 「第36回新世代の為の青少年卓球大会」の為                         

     場所「熊本市総合体育館大体育室」   

  〃 4/1 は「花見家族例会」の為、19:00～                                     

     場所「ダイニングカフェ彩」  

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC 3/31「観桜例会」の為、18:30～                                       

     場所「日本料理 泉里」 

   

【小山康直ガバナーエレクトより】 
   
 国際ロータリー第2720地区 2014-2015年度 

 地区研修委員会委員･ＲＬＩ委員長 

  地区戦略計画委員会附設 Ｒ研究会実行委員 

    委嘱状伝達 中川貴夫会員 

  

  

  

  

 

 

 

【退会あいさつ】    渕田秀雄会員 
 

 ２年余りの短い期間でありまし

たが、今回退会をお願いすること

になりました。以前にお話をさせ

て頂きましたが、私は現在日本保

育協会の役員をしておりますこと

から、制度が変わる平成27年度に向けての活動

が、どうしても週末となり、これからも同じ状

況が予想されることから、ご迷惑をおかけする

のは大変心苦しく思い、このようなお願いに

至ったわけでございます。ロータリーに入会さ

せて頂き、皆様とのお付き合いをこれからも続

けていきたいという気持ちでありますが、時期

がきましたらお仲間にまた入れて頂ければと思

います。皆様今まで有難うございました。 

    

 

  委員 中村太郎 

 

 

 

 

 

 

 

【会員卓話】 

               赤池利光会員 

      地区大会に思うこと 

“愚痴に過ぎず”言っても甲斐なき事かも知れ

ませんが、一口言いたくて、ここに立ちまし

た。 

 いよいよ、明日から赤山ガバナー年度地区大

会です。私共の地元開催です。人吉中央さんが

ホストクラブですから大変ご苦労されていると

想像できますが、私たちもコホストクラブに名

を連ねています。 

 ところが正直なところ、何かひとつ、ピンと

来ないでいます。ロータリー歴37年の私もロー

タリー年中一大行事が実感できないでいます。

こんな思いでいるのは私だけならよいがと、

今、思っています。 

 さきに、グループＧ補佐摂津さんが訪問され

ました。冒頭に地区大会の企画委員会が30数回

開かれたと申されましたが、卓話の内容は地区

大会のことではありませんでした。ホストクラ

ブからの情報はおろか、要請も十分とは云えま

せんのでＧ補佐の卓話に関心を寄せましたが、

これも期待はずれ。その後、ＩＭの案内状をい

ただきました。その案内状をみると、工場見学

と地区大会の赤山ガバナーのご苦労様会とあり

ました。ＩＭにはクラブ負担金が会員１人2000

円です。地区大会をグループ全会員の協力でや

りとげたと云う喜びと感動をみんなで分かち合

いたいとありますが、私には違和感がありま

す。 

 ２４年前と比較できないことは分かっていま

す。ガバナー誕生に由来するからです。 

 私たちは自動車道、八代～人吉間 開通を契

機に地域浮揚を願って、地域あってのロータ

リー、地域貢献を第一義にガバナーを輩出し

て、各種の行事や大会を誘致しました。ところ

が、先に表に顔を出して、俺の神輿はどうした

の。こんな様では祭りになりません。 

 私たちは開催時期も熟慮しました。人吉の観

光季節は初秋です。鮎です。 

 大会運営は、当時の分区内から、特にコホス

トから各部署に全員が配置されました。大会で

設置されます地区大会委員会。決議、登録、信

任状、選挙管理の４委員会の委員全てを、ホス

ト、コホストから選出。僅か創立２年足らずの

人吉中央からも４名を各委員会にお願いしてい

ます。それはスポンサークラブとしての心配り

からです。大会の２日間、ホスト、コホストの

本日の出席率 

会   員   数   65名    85.48% 

出 席 免 除  3名 2 / 2 8 出席率 82.26％ 

欠 席 者 数  9名 補  填  数 0名 

出 席 者 数  53名 修 正 出 席 率 82.26％ 

＊届け出欠席 齋藤・立山・中川・片岡・板井・中村・小林清 

       渕田・高山・尾上・外山・堤正・上田・大賀 

       下田・北 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 



大変興味深く読みました。 

 最後にあれから３年という記事が載っており

ました。言うまでもなく大震災関連の記事であ

ります。震災の痛手を風化させること無く、深

く記憶にとどめることが必要でしょう。 

 折しも３月１４日の熊本日日新聞で球磨工業

高校生が、寄贈した社殿の記事が掲載されてお

りました。地元の高校生の活動に触れ、人吉球

磨地域の人たちの温かさと行動力に感銘致しま

した。 

 以上にて、ロータリーの友３月号の紹介を終

わります。 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 青木一幸 

・愛甲会員 本日出席してお話をする予定でし 

 たが、出席できませんのでスマイルします。 

 今度、私の長男が結婚式を４月２７日にいた 

 します。子供の交友関係の方が主になり（消 

 防団とか町内会とか）、人吉ＲＣには会長に 

 代表として出席していただく事にしていま 

 す。本来なら皆様方にご案内をすべきところ 

 ですが、申し訳ございませんが、失礼させて 

 いただきます。あしからずご了承くださいま 

 すようお願い申し上げます。後日、財団等 

 へ、あいさつ致します。       

・延岡会員 スペシャルオリンピックス日本・ 

 熊本人吉ブランチ発足式に渡辺会長においで 

 いただきありがとうございました。私もこれ 

 から勉強です。多くのロータリアンの応援を 

 宜しくお願いします。         

・井手幹事 中川パスト会長、大変でしょうが 

 頑張ってください。渕田会員、残念ですがほ 

 とぼりが過ぎたら、また帰って来て下さい。 

                    

・渡辺会長 中川会員、地区出向お疲れ様で 

 す。渕田会員残念ですが頑張ってください。               

                    

 

【米山奨学委員会】 

・宮原会員 私が会長の時に入会されました渕 

 田様、退会非常に残念です。ロータリー以外 

 でも頑張ってください。        

 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

会員、その夫人全員

が、腕章やタスキ姿が

残っています。 

 大会とは、会員の一

人ひとりに役割があ

り、その一人ひとりが

自分たちの役割が果たされて成功をみたとの自

負。それが２４年前でした。 

 ２４年前をご存知でない会員が多数となった

我がクラブもいつの日かＧ輩出の機運が盛り上

がり、自分たちの手で作り上げる地区大会が遠

からず訪れます。 その時、私たちが味わった

２４年前の喜びに機会がなかった会員の皆さん

の活躍を思い浮かべながら明日の今日とさせて

いただきます。 

 

【雑誌委員会】 
 
   ロータリーの友３月号の紹介  
           
            紹介者 上田一精会員 

 ロータリーの友３月号につ

いてコメントをさせていただ

きます。まず表紙の鳥はヒヨ

ドリ、花は緋寒桜です。我が

家にも春先にはこのヒヨドリ

が訪れます。子供の頃は空気

銃でヒヨドリをとっていたこ

とを思い出しました。 

 最初に、ＲＩ指定記事の中

で、ロータリー会員数の減少

が取り上げてあり、対策として経験豊かなロー

ターアクトの取り込み、女性会員数・家族会員

の増強が提唱されています。 

 また、会長が若い頃、ロータリークラブには

こんなに大きくの凄い人達がいるんだ と思われ

た事、一方では、ロータリークラブを敷居が高

いと思われる方が多いという事。 

 この事は、ロータリークラブのステイタスと

ロータリークラブの活動に対する認識が薄いと

言う事の現れと言えるでしょう。だからこそ、

古い考えを変える必要がある。 

 ２番目に、人工衛星ハヤブサの記事です。 

まずは、前例がないからやる と言う思想に学

ぶ点が多い事、その思想を組織的に共有できる

こと、その困難さが大きいだけに、今の社会に

必要な事と感じた。 

 次に、人材育成は一流と二流三流を意識する

ことが重要なポイント。一流のグループには予

想外想定外というのは起きません。しかし二流

の人や二流のグループには懸念している事は起

きない心配は起きないのですが、想定外が起き

てしまいます。三流の人や三流のグループは心

配が現実なものになってしまうということです 


