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       会長 鳥井正徳 
 
 早くも２月を迎えました。立春も過ぎ、我が

家の庭の福寿草も真黄色のかわいい花を咲かせ

ました。人吉球磨では「人吉球磨はおひな祭

り」を皮切りに、「春風マラソン」「梅祭り」

と春を呼ぶイベント行事が続きます。 

 子供達に目をやりますと、高校入試、大学入

試と試練の日々が近づきます。受験期の子供さ

んがいる親にとっては、何とも落ち着かない

日々だろうと思います。会員の中にもかなりい

らっしゃると思います。人吉高校の校長により

ますと、昔と違い、大学では、少子化や大学の

多様化に伴い、推薦入学による合格者が増えて

いるようです。受験生にとっては朗報だと思い

ます。 

 ところで、２月は世界理解月間です。この月

間中に、ロータリークラブは、世界平和に不可

欠なものとして、国際理解と善意を強調するプ

ログラムを行うよう要請されています。平和と

は、争いや戦争がなく、世の中が穏やかなこと

と定義されていますが、現在は、テロを主導す

る目に見えないイスラム国との戦いが風雲急を

告げているようです。 

 先々週の私の話の中で、フランスのパリのテ

ロ事件をきっかけに、テロをめぐる事件は今年

最大の問題になるのではないかと申し上げま

したが、御存知のようにその後人質となった

日本人2人が、2人とも殺害されるという日本

人はおろか世界中の人々を悲しみと怒りのど

ん底に突き落としました。今後どのような展

開になるのか定かではありませんが、常識が

通じないテロ集団にとう対応していくのか？

歴史の負の遺産といわれる中東の国々の困難

な問題にどうかかわっていくのか？地球上最

も困難な問題に、日本も否応なく巻き込まれ

る時代がきたと言われています。領土が分断

され、宗教上の対立が続き、更に貧困にあえ

ぐ中東の国々にも、ロータリークラブは存在

します。 

 ちなみに、ヨルダンには11クラブ、レバノ

ンには25クラブ、イスラエルには56クラブ、

トルコには218クラブが存在しているそうで

す。ロータリークラブの責務の一つに「ロー

タリークラブが存在する国家間の関係が緊迫

している場合、悪意や誤解が増すことがない

ように、関係クラブは細心の注意を払わねば

ならない」と定めていますが、中東の国々の

ロータリアンにどのような困難が待ち受けて

いるのでしょうか。思わずにはいられませ

ん。 

 本日は、この後、青少年育成市民会議の笹

山欣悟会長から卓話をいただきます。長年に

わたって青少年育成に尽力されてきた笹山会

長です。どうぞよろしくお願い致します。 

 
 
   幹事 有馬宏昭 

 
【理事会の承認事項】 

新入会員の推薦状が届きました。資格要件、

適正等の確認を会員増強、職業分類、会員選

考委員会にお願いしております。 

【連絡事項】 

①ＲＩ認証ロータリー囲碁同好会から日韓台 



 対抗戦「第１６回ロータリー国際囲碁大会」の 

 ご案内が届いています。 

 日時：2015年5月16日(土)8時30分登録受付 

 会場：東京・市ヶ谷の日本棋院２階大ホール 

 主催：ロータリー囲碁同好会 

 登録料：17,000円（賞品代、プロ棋士の謝礼、 

     昼食、懇親会代を含みます） 

 ご希望の方は、事務局までお願いいたします。 

②公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から特 

 別寄附金の確定申告用寄附金領収書が届いてい 

 ます。寄附者の皆様にお渡しします。 

③公益財団法人ロータリー財団から確定申告用寄 

 附金領収書が届いています。寄附者の皆様にお 

 渡しします。 

【回覧物】 

①国際ロータリー第2730地区指宿ＲＣ週報 

②人吉中央ＲＣ週報 

③人吉医療センター広報誌「翔」 

【例会変更及び取り止め】 

①指宿ＲＣ２月の例会変更通知 

 日 時：２月１７日（火）１８：３０～ 

 内 容：親睦会 

 場 所：ぽん太 

②人吉中央ＲＣから例会変更通知が届いていま 

 す。２月11日の例会は建国記念日の為休会。 

   
   
   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会奉仕委員会】     委員長 片岡啓一 

 本年度の社会奉仕委員会事業の「人吉ロータ

リークラブ奨学金制度」の発足で、１０月に各高

校へ奨学生の募集をかけました。そして１２月の

締め切りまでに、人吉高校から４名、球磨工業高

校から２名合計６名、各高校の校長から推薦状を

添えての応募がありました。推薦状を読んでみま

したが、ほとんどが母子家庭にもかかわらず、６

名の応募者全員が大変優秀で部活などでも頑張っ

ている素晴らしい学生ばかりのようでした。 

 本日の例会終了後の理事会で最終審査をお願い

し、「人吉ロータリークラブ奨学金制度」の平成

２７年度の奨学生が決定されます。その応募者に

は「私の将来の夢」の題で作文も提出してもらい

ました。その中から、２名の学生の作文を本日皆

さんのお手元に配布してあります。新しく発足し

た「奨学金制度」に応募してくれた学生の考えや

将来の夢などをご理解いただき、今後ともこの制

度をよろしくお願いいたします。 

 本日は、鳥井会長のご配慮で、今から５分間読

書の時間をとりますので、是非この作文にお目通

しをお願いいたします。 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁 

 

 

【青少年育成委員会】 

 

        外 部 卓 話 

 

講師紹介         委員長 本田 節 
  
 本日青少年育成委員会の卓話

に講師としてお招き致しまし

た笹山欣悟様をご紹介しま

す。昭和３２年生まれ５７

歳、地元の小中高校卒業さ

れ、西南学院大学法学部法律学科を卒業後、人吉

市役所に入庁、2003年4月に人吉市議会議員初当選

され、現在３期目で公正委員会委員長、市庁舎建

設特別委員会委員、広域行政組合副議長と要職を

務めておられます。青少年育成につきましては、

子ども育成連絡協議会会長、出水中央高校ＰＴＡ

会長、人吉市青少年育成市民会議会長を、また、

熊本県行政書士会球磨支部長、人吉市交通指導委

員会会長を務めておられます。 

 本日は、人吉市の青少年育成の現状と課題につ

いてお話しをいただきます。どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

本日の出席率 

会   員   数   62名   86.21% 

出 席 免 除  4名 1 / 1 6 出席率 73.68% 

欠 席 者 数 8名 補 填 数   11名 

出 席 者 数  50名 修 正 出 席 率  92.98% 

＊届け出欠席 竹長・北・宮山・有村・中村・上田・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          

＊メークアップ  

 慶山RC40周年式典 片岡・伊久美・村山・中島・有村・大久保 

          齊藤・水野・尾上・有馬・鳥井 

２月の結婚祝い ２月の結婚祝い   

 大久保勝人会員 １日  岩本泰典会員  ２日 

 漆野智康会員   ７日   下田文仁会員 １１日 

 中村太郎会員 １９日  武末憲一会員 ２７日 

２月の誕生祝い ２月の誕生祝い   

 岩本泰典会員   ２日   伊久美寛志会員  ５日 

 山賀勝彦会員   ７日  山口令二会員 １６日 

  



       

   人吉市における青少年育成について 

 

          人吉市青少年育成市民会議 

              会長 笹山欣悟様 

 

 皆さん、こんにちは。 

 ただいま紹介いただきました

人吉市青少年育成市民会議 会

長の笹山欣悟でございます。 

 本日は、人吉市の青少年育成

について卓話をということでお

話を頂きました。諸先輩の皆様方が多数ご出席の

中ではありますが、青少年育成市民会議会長の立

場でお話をさせていただきますことをお許しを頂

きたいと思います。 

 まず、人吉市青少年育成市民会議とはどんな活

動団体でしょうか。皆様方も会員でありますの

で、ご存じだと思いますが、広く市民の総意を結

集し、青少年の健全な育成を図ることを目的と

し、昭和５６年に設立された団体であります。 

子ども会育成連絡協議会や町内会長嘱託員連合

会、民生委員児童委員協議会など、２５の団体か

らなり、各種団体、市民への啓発、有害環境浄化

と青少年非行防止を図るための事業などを行って

います。 

 市民会議の主な事業内容としては、 

１．街頭パトロール 

子どもの見守り活動の一環で、人吉花火大会とお

くんち祭の２回、人吉市児童生徒生活指導連盟と

巡回パトロールを実施。役員・環境補導部会・啓

発部会・家庭部会員と事務局で実施しています。 

２．青色防犯パトロール 

子どもの見守り活動の一環で、青色回転灯装着車

による市内パトロール。平成２３年度から環境補

導部会・啓発部会員と事務局で月２回程度実施し

ています。 

３．子ども110番の家のぼり旗の作成および設置 

子どもの見守り活動の一環で、市民会議と人吉市

ＰＴＡ連絡協議会が主催となり、平成８年度か

ら、市内の各家庭へのぼり旗の設置を進めてい

る。今年度、啓発部会とＰＴＡが主となり、設置

箇所調査を行い、旗等の更新を予定しています。 

４．５団体交流会 

人吉市子ども会育成連絡協議会、人吉市ＰＴＡ連

絡協議会、人吉市児童生徒生活指導連盟、人吉地

区少年警察ボランティア連絡協議会、人吉市青少

年育成市民会議の青少年育成５団体による、活動

紹介と交流会を実施しています。 

 

５．有害図書等環境調査 

青少年に対する有害図書等の環境調査（書店・コ

ンビニ・レンタルビデオ店・自動販売機）。環境

補導部会・家庭部会員と事務局で実施していま

す。 

６．子ども会交流発表会 

 各単位子ども会活動などの事例紹介、意見交換

など、情報や課題の共有と地域教育力の向上を図

ることを目的に実施しており、育成部会を中心に

企画運営を図っています。 

７．家庭ふれあい事業 

 家族で楽しめる体験活動を通じて、家庭の教育

力の向上を図り、ふれあいづくりのきっかけとす

ることを目的として実施しています。昨年度は

「アフリカンジャンベ」、今年度は「紙飛行機教

室」を計画し、家庭部会を中心に企画運営を図っ

ています。 

８．インターネット依存社会から子どもたちを守

る市民大会 

 青少年を取り巻く環境の変化に伴い、その実態

と子ども達を守る取り組みについて、地域の教育

力向上と青少年の健全育成に資することを目的と

して、今年度、人吉市ＰＴＡ連絡協議会と共催で

初めて実施しました。 

 これは、昨年６月に発生した人吉市内での高校

生女子殺人事件をきっかけとして、常に私たち

は、インターネットトラブル等の研修会を実施し

ていましたが、なかなか市民に意識が広まってい

なかったという反省を踏まえて、市民向け講演会

という形で取り組みました。 

 教育関係者や保護者をはじめ、約５００名の参

加により、インターネット利用の危険性と正しい

情報を身につけることができたものと思っており

ます。 

 また、今後の課題・展望といては、青少年を取

り巻く環境は年々変化し、深刻化しています。有

害な環境の排除はもちろんのこと、正しい情報と

認識を持つことが今後重要視されると思います。 

 特に、インターネットや危険ドラッグに関わる

事件など、都会やテレビに限られた話ではなく、

我々のすぐ近くで起こりうることだと認識する必

要があります。 

 また、家庭でのふれあいを目的とした事業な

ど、家庭教育力の向上にも充実を図りたいと思っ

ています。 

 人吉市の青少年を取り巻く現状は、刑法犯発生

件数として、平成２５年度に１８３件発生してい

ます。内訳は、凶悪犯１件、粗暴犯８件、窃盗犯

１４５件、侵入窃盗２５件、乗り物犯２３件など

となっており、窃盗犯がほとんどの状況です。 

小学生４年から６年生、中学１年から３年生、そ

してその保護者に対して、径庭電話・スマート

フォンやインターネット等に関するアンケート調

査が、人吉市児童生徒生活指導連盟によりおこな

われています。保護者の回答として、子どもに専

用の携帯電話やスマートフォンを持たせているか

との問いに、小学生平均２３％、中学生平均２

６％、また、自分専用は持たせていないが、親や



家族の携帯電話やスマートフォンを使っているか

との問いに、小学生平均４９％、中学生平均５

４％と回答しています。 

 児童、生徒の回答として、携帯電話やスマート

フォンその他通信可能な機器でメールのやりとり

をしているかとの問いに、小学生平均３６％、中

学生平均５０％と回答しており、メールのやりと

り相手として、会ったことのない人と小学生で

３％、中学生で４％という結果がわかりました。 

 そこで、市PTA連絡協議会では、「人吉市子ども

を守る五つの宣言」を策定し、昨年７月１８日に

発表しました。今後は、子どもが携帯電話などで

トラブルの巻き込まれないよう、また、子どもた

ちへの指導や保護者向けの研修等を行いながら、

保護者や学校だけでなく、地域がいったいとなっ

てさまざまなトラブルから子どもを見守ることが

大切です。 

 しかし、地域では子どもも含め、人口が減少し

ています。昔と違い、町内単位で子ども会を組織

できない町内が増えてきています。子ども会は、

地域における意図的な異年齢の集団であり、地域

固有の文化の伝承と群れ遊びの体験、継承する活

動を通して、役割や地位等の経験により、一人一

人の子どもの成長を願って大人が組織したものと

も言えます。 

 しかしながら、先ほど言ったように、地域で、

町内で子ども会運営ができない状況が増えてきて

いますので、非常に心配をしているところです。 

地域の中で、子どもたちにいろいろな場面で声掛

けをしていただき、子供たちの成長を見守ってい

ただけばと願っているところであります。 

 なかなか、話がまとまりませんが、これで、私

の卓話を終わらせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・鳥井会長 笹山欣悟会長、卓話有りがとうござ 

 いました。青少年育成に向けて、益々のご尽力 

 をお願いします。○高校生の奨学金制度もいよ 

 いよゴールに近づきました。片岡委員長のご努 

 力に感謝申し上げます。         

・本田会員 本日は大変お忙しい中、卓話をいた 

 だきありがとうございました。今後共青少年の 

 健全な育成の為ご尽力ください。私達ロータリ 

 アンも頑張ります。           

・有馬幹事 ○笹山会長、本日はお疲れのとこ 

 ろ、人吉の青少年育成の思いを熱く語っていた 

 だき有り難うございました。○奨学金申請の作 

 文を読ませていただきました。感動しました。 

 ご尽力いただきました片岡委員長ありがとうご 

 ざいます。               

・武末会員 結婚記念日は2/27ですのでまだです 

 が、何回目か分かりませんが調べてみます。今 

 日はお祝いありがとうございました。   

・下田会員 結婚20年目になります。けんかをし 

 ながらなんとか仲良くやっています。お祝いあ 

 りがとうございました。         

・山賀会員 ○釜田醸造所さんが優良施設による 

 厚生労働大臣表彰を受賞されます事、誠におめ 

 でとうございます。○誕生祝いありがとうござ 

 いました。               

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 毎回の寄付です。      

・葉山会員 笹山さんと初めてお会いしたのは保 

 育園連盟の時（約25年前）以来子供に携わって 

 こられ、子供に対する情熱に感服します。 

・山賀会員 同上             

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

携帯電話・スマートフォンやインターネット等に関するアンケート調査（抜粋） 

 

                  調査主体：人吉市児童生徒生活指導連盟調査     

                  対象：小学４～６年生、中学１～３年生・その保護者 

保護者回答 

▼子どもに子ども専用の携帯電話やスマートフォンを持たせているか。 

   小学生平均：２３％、中学生平均：２６％ 

▼自分専用は持たせていないが、親や家族の携帯やスマートフォンを使っているか。 

   小学生平均：４９％、中学生平均：５４％ 

 

児童・生徒回答 

▼携帯電話、スマートフォンその他通信可能な機器でメールのやりとりをしていますか。 

   小学生平均：３６％、中学生平均：５０％ 

▼メールのやりとり相手（複数回答・平均） 

 

 

 

 

 

やりとり

先 
親 兄弟姉妹 学校の友達 学校外の友達 親しい異性 先輩や後輩 

会ったことの

ない人 

小学生 37 17 20 11 3 5 3 

中学生 22 14 26 12 7 13 4 


