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 天候不順の夏の日が続きます。このまま夏が

終わってしまう様相です。局地的な集中豪雨に

よる甚大な被害の続出に「こんなことは初め

て」と言う被害者の声が全国に広がっていま

す。原因は、地球温暖化など上げられています

が、正に憂慮すべき事態が地球を襲っているよ

うな気がしてなりません。 

 一方、嬉しいこともありました。県予選を

ノーシードから勝ち上がり、甲子園でも一勝を

あげた城北高校チームの「一戦毎にチーム力が

上がっていく逞しい姿」には、感動すら覚えた

ところです。 

  また、８月８日に初めて実施いたしました夕

方例会と懇親会には、多数ご参加いただき「お

互いをよく知り合う」という初期の目的を十分

達成できたのではないかと思います。ご協力有

難うございました。 

 夏に拾う ということで二つだけお話しいた

します。 
 

①夏休みに入って、子ども支援の様子がいろ

いろ報道されます。その中で、各地の公民館

等で夏休み子ども学習教室が開かれていま

す。たいへん良いことだと思いますが、内容

は、宿題を見てやって○×をつけるのが中心

のようです。言わせてもらいますと、夏休み

の宿題に加勢する教室のようです。見た目に

は大変良いようですが、子どもにもっと力を

つける内容にする必要を感じます。 

  例えば、プリントをご覧ください。この漢

字はある学年で覚えねばならないものです。

どの学年でしょうか？ ２年生です。２４０字

もあります。これが３年生になると更に２４

０字、４年生で２００字も増えます。当然、

覚えることのできる子とそうでない子がで

き、その差は大きくなります。算数にも同じ

ことがいえますが、宿題の○つけだけでは、

その差は広がっていきます。遅れている子ど

もをしっかり指導し、達成感を味わえるよう

な指導方法を考える時です。低学年からの学

力差の拡大を心配しているところです。 
 
②広島・長崎に原子爆弾が投下されてから６

９年、今年も平和記念式典が開催され、国民

こぞって戦争のない平和社会を記念したとこ

ろですが、内閣総理大臣の挨拶文に、コピペ

      納 涼 家 族 会納 涼 家 族 会  
                                                                                                                       あゆの里18時30分～ 



（文章の切り貼り）指摘があり、話題となりまし

た。冒頭部分は年度を変えただけで前年と同じ、

本文も前年とほとんど変わらないという訳です。

どう思われたでしょうか。私も過去、式辞等には

神経を使いました。毎年同じことを喋りたくない

という思いが強かったからです。 

  原子爆弾による被災者も、行政も、平和社会を

追究する点では共通していると思いますし、そこ

に至る方法・手段がかみあわないのだと思いま

す。世界に発信される挨拶文について、コピペの

指摘は気になったところです。 

 私たちロータリークラブは、世界平和を目標に

掲げ、「望は久遠の平和」「手に手を、輪に輪

を、広がれ回れ、世界と共に」と歌っています。

地道ですが、国際交流・米山奨学会等を通じて、

平和社会の構築に向けて貢献していることは事実

ですし、ロータリアンとして、大きな誇りでもあ

ります。平和式典時の挨拶文を見ながら思ったと

ころです。 

 本日は、この後納涼家族会です。親睦委員会の

皆様には、大変お世話になります。 

 

 

   幹事 有馬宏昭 
 
【連絡事項】 

①公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

 2014年6月30日で、2,000万円達成クラブ表彰の 

 礼状が届いています。感謝状は地区大会で表彰 

 後渡されます。    

②国際ロータリー第2720地区ロータアクト地区Ｒ 

 Ａ工藤貴文代表より第30回年次大会仮登録依頼 

 が届いています。日時:平成26年10月11日(土)～ 

 12日(日)、場所は熊本交通センターホテルで 

 す。→安達ＲＡ委員長にお渡しします。 

③ＲＩ第2720地区月信編集責任者原口祥彦副幹事 

 より、人吉ＲＡＣ活動報告依頼が届いていま 

 す。９月が青少年月間に当たるということで、 

 ガバナー月信に紹介なさるということです。 

 →安達ＲＡ委員長にお渡しします。  

④ＲＩ第2720地区ガバナー事務所より米山奨学生  

 李 秋実さん（世話クラブ人吉中央ＲＣ）卓話予 

 定が届いています。日時:10月17日（金）です。 

 →米山奨学委員会葉山委員長へお渡しします。 

⑤熊本県広告景観向上推進協議会より平成26年度 

 総会の結果が届いています。 

 →片岡社会奉仕委員長にお渡しします。  

⑥人吉市暴力追放協議会の総会資料が届いていま 

 す。→鳥井会長にお渡しします。  

【回覧物】      

①公益財団法人 米山梅吉記念館より、館報２４ 

 号が届いています。回覧いたします。賛助会会 

 員募集の案内が届いています。１口3000円で 

 す。併せて回覧いたします。 

②人吉ＲＡＣの８月第１例会会報が届いていま 

  す。また、人吉ＲＡＣの2013-2014年度収支決算 

  書および2014-2015年度予算書が届いています。  

③指宿ＲＣの週報が届いています。 

【例会変更・取止め】     

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

【環境保全委員会】    委員長 岩井和彦 

 ８月16日(土)のクリーン人吉運動早朝清掃には

ロータリー、ローターアクト会員20数名の皆さん

に協力していただきました。朝早くから大変お世

話になりました。職場や町内などで参加をされた

方はメークアップの届けを事務局までお願いしま

す。 

 

【親睦委員会】     委員長 下田文仁 

本日の出席率 

会   員   数   64名   77.97% 

出 席 免 除  5名 8 / 8 出 席 率 75.86％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 14名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 堀川・本田・岩本・川越・小林清・中村・尾方 

       岡・尾上・齊藤・外山・上田・漆野 

＊出席免除会員 (b) 増田，山本，高山，丸尾 (a)戸高 

        愛甲（本日参加） 

＊メークアップ  

 次年度委員会；堤脩・浦田・漆野・渡辺・山賀・山田 

 地区米山委員会；伊久美 

 熊本東RC50周年；有馬・井手・鳥井・伊久美・中川 

 人吉ＲＡＣ例会；本田・原田 

第３Ｇ合同 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会 

9/10(水)12:30～ 

 ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙに変更 

第４Ｇ合同 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会 

9/8(月)18:00～ 

 ホテル日航に変更 

熊本城東RC9/8(月)12:30～ 

熊本ｸﾞﾘｰﾝRC9/8(月)18:30～ 

熊本東RC9/9(火)12:30～  

熊本北RC9/11(木)12:30～ 

熊本RC9/12(金)12:30～ 

熊本西RC(火)12:30～ 

熊本江南RC9/10(水)18:30～ 

熊本西南RC9/11(木)18:30～ 

熊本中央RC9/12(金)18:30～ 

８月の誕生祝い  

 中村太郎会員 10日   岩井和彦会員 22日 

 高山征治会員 23日  宮原和広会員 23日 

 釜田元嘉会員 27日  村田武澄会員 28日  

  

 

 



【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

   本日は全員ニコニコとなっています。 

・納涼スマイル６４名          

    

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

   

 
     スペシャルオリンピックス     

     日本・熊本支援「天心の譜」 

     チャリティー上映会のお知らせ 

          

              上映会実行委員長 

                           延岡研一会員 

 本年3月に発足いたしましたスペシャルオリン

ピックス日本（ＳＯＮ）熊本 人吉ブランチは、活

動支援のために『天心の譜(しらべ）』チャリ

ティー上映会を行うことになりました。この映画

では、世界的な指揮者.小林研一郎さんが主宰する

｢コバケンとその仲間たちオーケストラ｣に障がい

のある演奏家が参加する様子や、2011年にギリ

シャ・アテネで開かれた｢ＳＯ世界大会｣に東日本

大震災で被災したアスリートが日本選手団の一員

として参加した時の模様などが描かれています。

映画のテーマは、障がいのあるなしにかかわら

ず、すべての人たちが命を輝かせることのできる

「INCLUSION(ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ＝包み込む）社会｣の創造

です。それは、｢アスリートをはじめ障がいのある

人たちが地域で普通に当たり前に暮らせる社会の

実現をめざす｣というＳＯの最終目標と重なりま

す。上映会の益金は、スペシャルオリンピックス

日本(ＳＯＮ）･熊本に寄付し、11月1日～3日に福

岡県で開催される「スペシャルオリンピック日本

夏季ナショナルゲーム」に参加する熊本選手団(ア

スリート46人、コーチを含めて約80人）の派遣費

用などに活用されます。 

 映画の前には、映画の製作総指揮をつとめたＳ

ＯＮ名誉会長の細川佳代子さんとご後援いただい

ております田中信孝人吉市長によるご挨拶を予定

しています。 

 趣旨ご賢察の上、ぜひとも上映会にご出席いた

だきますようご案内いたします。 

 

  日時：10月13日(月・祝）14時20分上映開始 

  場所：カルチャーパレス 小ホール 

  入場料：一般1,000円 

      障がいのある方・高校生以下500円 

      6歳以下無料 

 重ねてお願いです。賛助会員の募集を行ってお

ります。ＳＯＮ･熊本の活動費は、個人・団体から

の会費の他、ご寄付、チャリティー催事の収益で

支えられています。本日配布の郵便振込票が付い

ておりますパンフレットをご覧いただきまして、

ぜひご支援を宜しくお願いいたします。 

          

      

 

 

 

 

 

    
     第８回 球磨川音楽祭 with 木野雅之 

                  ご案内 

        

                             馬場貞至会員 

□乾杯のうた 

   2014年９月１２日(金）開演：午後７時 

      人吉カルチャーパレス 大ホール 

      大人2,500円/小中学生1,000円 

                        （ぺア券4,000円） 

賛助出演；球磨川音楽祭合唱団・アンサンブル楓 

※ウェルカムコンサート（午後6時20分～40分） 

〈ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ〉 

 レハール：メリー・ウィドウより 

 コズマ：枯葉 

 プッチーニ：ラ・ボエームより 他  

 

□木野雅之ヴァイオリンリサイタル 

   2014年９月１３日（土）開演：午後７時 

     交流館石倉（多良木町） 

     大人2,500円/小中学生1,000円 

                   （ぺア券4,000円） 

 ※ウェルカムコンサート（午後6時20分～40分） 

  球磨川音楽祭合唱団・アンサンブル楓 

〈ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ〉 

 ブラームス：ハンガリー舞曲第１番 

 リヒャルト・シュトラウス：ばらの騎士 

 ベートーベン：ヴァイオリン･ソナタ第６番 

                     他 

出演；木野雅之 ヴァイオリン(9/12.13 出演） 

   見角悠代 ソプラノ（9/12 出演） 

   馬場貞至 テノール（9/12 出演） 

   菊池珠里 ピアノ（9/12 出演） 

   佐部利弦 ピアノ（9/13 出演） 

 

 皆さまのご来場をお待ちしております。   

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

乾杯  伊久美寛志パスト会長 

  
進行：親睦委員会  

協力：人吉ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ  

 

挨拶 鳥井正徳会長 

 天候不順の日が続きます。このような中で、納涼家族会にこのように沢山ご出席いただき有難うございま

す。またアクトの皆さんにもお世話になります。ロータリーのハンドブックによりますと、「ロータリアン

は、行事を通じて、家族と地域社会に貢献すること」と示しています。ロータリアンは、地域社会には目が

向いても、家族への献身は、つい忘れてはいないでしょうか？本日は、ロータリアンが家族の皆さんに献身

し、家族会を盛り上げます。親睦委員会の皆さん、よろしくお願いします。 

会場の一角には「風船スイカ割り」、

「輪投げ」に「的当てゲーム」、「イ

チゴの花びらかき氷コーナー」などが

設けられ、親睦委員会とローターアク

トクラブの皆さんがはっぴを着て最後

まで楽しませてくれました。 

 閉会 延岡研一会長エレクト 


