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       会長 渡辺洋文 

 

 クーデター中のタイから

無事帰還致しました。何事

も無いと言うか、拍子抜け

するくらい、平穏無事でし

た。本日は賀寿会です。賀

寿をお迎えの皆様、おめで

とうございます。 

 ５月３０日より６月２日まで、中川国際奉仕

委員長・井手幹事・人吉中央ＲＣの山下君の４

人で、タイ・アカ族識字率向上ボランティア

「夢の家」を訪問して参りました。ビデオの編

集も出来てませんし、本日は賀寿会も控えてい

ますので、簡単にご紹介をしたいと思います。

第２弾は最終例会の会長の時間でゆっくりとさ

せて頂きます。 

 本日は、原田先生がＦＢに人吉ロータリーク

ラブ「夢の家」訪問に関しての投稿をご紹介し

たいと思います。ＦＢをされてる方は観られて

ると思いますが。 

 

＜北の便り―３８６－＞２０１４．６．１版 

 ３３６０地区チェンライRC会長便り 

  これぞまさしく

「祝福の雨」昨日は

タイ国最北端国境沿

いのアカ族子供寮

「夢の家」で「雨避

け屋根付き歩廊」の

完成式を挙行した。

この日に合わせ全額

支援された九州・人吉ロータリークラブ、それ

に識字奉仕現場を一目見ようと人吉中央ロータ

リークラブからもお越しになった。新学期で山

の実家から寮に戻った子供たちは披露する歌や

踊りの練習を重ね準備してきた。いよいよプロ

グラムはその披露の時が来た。と同時に激しい

豪雨と雷に見舞われた。私はこんな場面で子供

たちが屋外での披露ができず涙を呑んで中止し

た場面を何十回と見て来た。ところが今回は違

う。「雨避け屋根付き歩廊」が完成した。子供

たちは得意げに、感謝を込めて歌った。そして

踊った。渡辺会長さん以下この姿を見て奉仕し

た施設の有効性、子供たちから零れた喜びの笑

顔に感動を隠せなかったことだろう。またこれ

が「国際奉仕現場」であり「識字向上現場」で
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あることを実感され私の提案を喜んでくれた。

これぞまさしくこの式典に相応しい「祝福の

雨」となった。 

 

＜北の便りー３８７－＞２０１４．６．２版 

 ３３６０地区チェンライRC会長便り  

 オジサンも「瞳を輝か

せて」いるね「識字向

上支援」最前線の地・

北タイアカ族子供たち

に「お金を出します」

「体で奉仕します」。

こ ん な「素 晴 ら しい

ロータリアン」達が、今回訪問者の九州・人吉

ロータリークラブと人吉中央ロータリークラブ

の方たちだった。まずクラブ予算５０万円で

「雨避け屋根付き歩廊」をアカ族子供たちに寄

贈した。また山のアカ族子供寮を訪れた彼ら

は 、寮母さんや子供たちがカレーの炊き出し

時間に子供を集め、持参した折り紙で子供たち

に折り方を教え始めた。低学年の子供たちは、

まだ母国語・タイ語を学んで日が浅い。未熟

だ。日ごろはアカ語だけで家族と過ごす。そん

な子供相手に折り紙を教えるには「優しい心と

忍耐」が要る。時に私を支援に、学生や社会人

の若い方が日本から来られ、子供たちと遊んで

くれる。しかし失礼だが年齢が行かれたオジサ

ンのロータリアンが、かくも「瞳を輝かせて」

子供たちを相手する姿を見たことがない。  

 

＜北の便りー３９０－＞２０１４．６．５版 

 ３３６０地区チェンライRC会長便り 

 子供たちの笑顔を見て

欲しい先週末に九州・

人吉ロータリークラブ

の渡辺会長さんたちが

チェンライに来られた

ことを「はらだ先生」

から聞きました。私た

ちには、人吉の方はとても人善なこがわかりま

した。 私たちは渡辺会長さん以下４人の方に

お会いしていません。でもこんな高価な熊本の

和菓子「陣太鼓」をお土産に頂きました。

「コップンカ＝ありがとう」そのお土産を子供

たちに渡し、喜ばせて終わらないのが「はらだ

先生」流の授業だ。まず地図で九州はどこです

か？熊本はどこですか？先週に来ました。今

年、先月、来週を書いて下さい。４人来まし

た。６０個のお菓子です。これで数詞を復習す

る。和菓子、洋菓子、和食、洋食と転じる。こ

と教材には事欠かない。子供たちにとって１２

０分授業は必至だ。アット言う間に過ぎた。な

ぜなら全員が答えられて初めて「おみやげ」が

ゲットだからだ。苦

労してお土産を手に

入れた子供たちの笑

顔を見て欲しい。 

 

 

 

 

 このたびは、アカ族｢夢の家｣の訪問に対し，

メンバーの皆様よりご支援を頂き誠にありがと

うございました。夢の家への支援物資や交通費

等に使わせて頂きました。そのお礼と言っては

何ですが、チェンライ名産の｢小玉パイナップ

ルを｣買ってきましたので、ご賞味頂ければと

思います。このパイナップルは、形は小さいで

すが、芯まで食べられますので、食べて見てく

ださい。 

 ロータリーセントラルの賞状が届いておりま

す。このロータリーセントラルと言うのは、Ｒ

ＩのＨＰに年度の目標を設定する書類が有りま

すので、それに記入してＲＩに送信するんです

が、目標を設定したからと言って達成出来てる

かは解らないでしょうから、あくまでも、ネッ

トで目標設定をした事に対しての賞だと思いま

す。次年度も設定してみて下さい。 

 
 
 
   幹事 井手富浩 

 

【理事会承認事項】           

①村田武澄氏（NTT西日本人吉営業所長） 坂井 

 初男氏の交代会員として推薦状（推薦者 山 

 賀勝彦会員）が出ております。会員増強委 

 員会、職業分類委員会、会員選考委員会へ審 

 議依頼の件 →承認    

②丸尾 孜会員より出席免除願い→承認  

③戸高克彦会員より出席免除願い→承認  

 

【連絡事項】 

①RI2720地区ガバナー及び地区研修リーダーよ 

 り「第3回クラブ研修リーダー育成セミ 

 ナー」記録誌２冊が届いております。出席会 

 員とクラブで１冊保管します。 

②地区より当クラブへ2013～14年度「ロータ 

 リークラブ、セントラル賞」の表彰状が届い 

 ております。     

③人吉市自衛隊協力会より平成26年度人吉市自 

 衛隊協力会理事会の開催案内が届いておりま 

 す。日時 7/3(木) 10：00～ 場所：市役所 

 本館3F 第1会議室→鳥井エレクトへお渡しし 

 ます。     

④人吉市教育長より[第61回人吉球磨総合美展 

 特別賞]についてのお願いが届いておりま 



 す。→次年度へお渡しします。   

⑤宇城RCより創立10周年記念式典参加への御礼 

 が届いております。    

⑥一般社団法人 ひとよし球磨青年会議所より 

「創立55周年並び名称変更記念献茶式及び植樹 

 の儀」参加への御礼が届いております。  

⑦日本百名城人吉お城まつり実行委員会より協 

 賛への御礼が届いております。 

【回覧物】 

①人吉医療センターより広報誌「翔」5月号が

届いております。回覧します。 
 
【例会変更・取止め】     

指宿RC6/3→18:30～いわさきﾎﾃﾙ例会室に変更 

〃  6/24→18:30～ 秀水園に変更  

八代東RC6/26→18:30～創立25周年記念例会並  

 びに歳祝いの会の為、八代ホワイトパレス 

八代南RC6/17→18:30～八代ホワイトパレス 

熊本東RC6/24→19:00～「最終例会」の為、       

      「熊本ホテルキャッスル」に変更 

熊本城南RC6/16→18:30～歳の祝い最終家族会 

        の為、「新茶家」に変更  

 〃   6/30→例会取止め ｸﾗﾌﾞ定款基づく

熊本東南RC6/18→18:30「慶祝会及び新旧役員 

    交代式」の為、場所「松葉」に変更 

水俣RC6/24→18:30～「新旧交代式」の為、 

        場所「あらせ会館」に変更 

 

 

   委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区より】 

       RI第2720地区 

            会員増強･拡大部門長 中川貴夫 

 ６月８日(日)、熊本で地区会員

増強セミナーを開催いたします。

人吉ロータリークラブメンバーか

らも参加していただき、ご協力い

ただきます。本当にありがとうご

ざいます。頑張ってきます。 

  

【ニコニコ箱委員会】 副委員長 斎藤日早子 

・増田会員 賀寿祝い御礼      10,000 

・山田会員 会員皆様から古稀の祝いを盛大に 

  していただいて深く感謝申し上げます。これ 

  から有終の美に向けて日々精進してまいりま 

  す。ご指導宜しくお願いします。本日は誠に 

 ありがとうございました。     10,000 

 

【米山記念奨学委員会】 

・鳥井会員 喜寿のお祝いをしていただき有難 

 うございます。こんな年になり、喜んでいい 

 のか、分かりませんが、ロータリアンとして 

 の自覚を新たにしてがんばりたいと思いま 

 す。宜しくお願いします。      

・中川会員 還暦お祝いを行って戴きありがと 

 うございました。          

・本田会員 本日は還暦祝、誠にありがとうご 

 ざいました。第二の人生のスタートにあたり 

 心新たに精進いたします。      

 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

         進行：葉山稔洋親睦委員 

【賀寿祝い会員入場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お祝いの言葉      会長 渡辺洋文  

 皆様おめでとうございます。運がいいとか悪

いとか人は時々口にするけど、なんて歌があり

ましたけれども、運命というのは本当にあるの

でしょうか。 

  私の好きな中国の古いことわざに「人間万事

塞翁が馬」という言葉があります。不運が幸運

になったり、幸運が不運になったりするため、

人生は予測できないというのですが、まあ、不

運に落ち込まず幸運に有頂天にならず人生の荒

波を淡々と乗り切っていくことが運を強くする

秘訣なのではないかと思います。賀寿の皆様の

多くの幸せを願って、お祝い申し上げます。 

＊届け出欠席 青木・有村・馬場・川越・北・村山・永尾・中村 

    上田・延岡・大野・尾方・岡・齊藤・友永・立山・外山  

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

＊メークアップ  

 地区大会；鳥井・外山・塚本・堤正・堤脩・上田・浦田・漆野 

      和田・渡辺・山賀・山田・山口・山本・葉山（接待） 

 

本日の出席率 

会   員   数   64名   72.88% 

出 席 免 除  6名 5 / 2 3 出席率 75.41％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 15名 

出 席 者 数  43名 修 正 出 席 率 100％ 

  賀 寿 会賀 寿 会 



したが、暑くて暑くて汗びっしょりになって、

紙折るたびに汗が落ちました。だけど子供たち

のキラキラした目を見たときに、あー来てよ

かったなー、と思いました。 

 ちょうど還暦を迎え、赤いアカ族の赤に還る

のかなと。このように皆様からお祝いをして頂

き感謝申し上げます。また宜しくお願いしま

す。 

 

 還暦 本田 節会員(S29.11.10) 

 本日はありがとうござい

ます。青井阿蘇神社でお祓

いを受け、60歳心新たにし

た思いであります。本日欠

席の立山茂会員と同じ日の

生まれですので立山会員の

還暦も一緒に祝っていただ

こうと思っております。 

 ご縁があって人吉ロータリークラブに入会

し、このようにお祝いをしていただくことがで

きました。これから諸先輩のご指導の中で精進

してまいりたいと思っております。今後ともど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 還暦 立山 茂会員(S29.11.10) 

 賀寿会では還暦祝いをしていただけるとのこ

とですが、残念ながら神戸出張のため欠席しま

す。同じ日生まれの本田会員を私の分まで祝っ

てやってください。 

  

◇乾杯   伊久美寛志パスト会長 

 

 

 

 

◇手に手つないで  

 
◇閉会  
 山賀勝彦直前会長 

 
 
 

◇記念品贈呈     

 

◇賀寿会員挨拶  

 米寿  増田 力会員(S2.7.23)  
         （手紙を頂戴しました） 

 本日は、米寿の祝いをしていただきまして、

誠にありがとうございます。ロータリーにお世

話になって、五十年近くなります。色々思い出

は尽きません。私はロータリーのお陰で、本日 

まで成長してまいりました。老い先長くはあり

ませんが、最後までお世話になりたいと思いま

す。会員の皆様のご多幸を、心よりお祈り致し

ます。 

 

 喜寿 鳥井正徳会員(S13.7.23) 

 本日は喜寿のお祝いを開

いていただき有難うござい

ます。いつの間にこんな年

になったのか信じられない

位ですが、素直に喜びたい

と思います。幸い本日の日

赤検診でも体に異常はない

ということでした。 

 この年で会長という大役を引き受けることに

なりましたが、どうぞよろしくお願い致しま

す。本日はありがとうございます。 

 

 古稀 山田仁法会員(S20.12.29) 

 本日は皆様方にお祝いを

して頂きありがとうござい

ます。 

 ロータリークラブに入っ

てもう２７年、何も分かり

ませんうちに古来稀なりの

古稀を迎えることになりま

した。９９才まで長生きをした親の血筋を受け

私も長く生かされていくのだろうと思います。 

 これから皆様にご迷惑をお掛けすることがあ

るかもしれません。ご指導よろしくお願い致し

ます。有終の美を飾るまで頑張ります。    

   

 還暦 中川貴夫会員(S29.9.29)  

 皆様ありがとうございま

す。還暦を迎えることにな

りました。 

 赤ちゃんに還るというこ

とですが、会長からお話が

ありましたように、私も一

緒にタイへ行きました。ア

カ族の子供たちが赤いＴシャツで迎えてくれま

した。寮の廊下には人吉クラブで支援した雨避

けの屋根が完成していました。私はカレーを作

ることが出来ませんので子供たちに折り紙を教

えました。みんな熱心に折り方を聞いてくれま


