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  ３月 識字率向上月間  

点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 堀川匠太委員 

               

 国 歌「君が代」 
             
 Ｒ Ｓ「我等の生業」 

 

 

  
 

司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 

 

       会長 鳥井正徳 

 

 今日は啓蟄で、冬ごもりし

ていた虫が暖かさに誘われ、

動き出す日とされています。

先週は、高校の卒業式があ

り、18才の少年達が希望を胸

に旅立ちました。会社でも新

入社員の入社式も始まったよ

うです。 

 先週は、浅野社長の「人吉アサノ電機ＫＫ」

での職場訪問例会をお願いし、浅野会員には大

変お世話になりました。職場奉仕理念の再確認

等充分達成されたと思います。ありがとうござ

いました。 

 本日は、第2720地区小山康直ガバナーのメッ

セージをかいつまんでご紹介し、その後川崎市

の少年殺害から考えることを少しお話し申し上

げます。 

 第2720地区小山康直ガバナーのガバナー月信

です（2015.03）です。 

 ロータリーの輝かしい歴史は、世界中に暖か

い春を運ぶための歴史のはずですが、世界各地

から発信されてくるニュースは、暗澹たるもの

ばかりで、明るい未来をイメージすることはで

きません。人類は、快適な生活を送るための

科学技術は飛躍的に発展させてきました。し

かし、本当に人としての幸せな世界の構築、

精神的な安心感のある環境をつくれていませ

ん。何かが足りないのです。利益だけを追求

し自分さえ儲かれば良いという風潮に棹を差

し、真の友情を育み、真実の心を持つ仲間作

りをロータリーは目標としました。我々が目

指すところはまだまだ遥か先にあると思わざ

るを得ません。 

 だからこそ、私達ロータリアンに出番があ

るのです。ロータリーの精神をまず自分の手

の届くところから実践し、伝え広めていくこ

とこそ肝要です。難しいことは要りません。

誰でも知っている四つのテスト・ロータリー

の目的、それを常に意識すればそれで充分で

す。ロータリー以外の人達に私達の実践を知

らせ、仲間になっていただけなければより良

き世界は実現できないのです。 

 ここで改めてロータリーの原点に立ち返

り、ロータリーが輝くために、私達の心の中

のロータリーの炎を大きく輝かそうではあり

ませんか。 

 いよいよ地区大会が近づいてきました。地

区大会に参加することで新たなロータリーを

体特体感していただきたい。傍観者ではいけ

ません。地区大会の行事に思いっきり飛び込

んでください。 

 ところで小山康直ガバナーが言われている

ように、暖かい春の風が運んでくる世界のん

ｙ－すは、暗澹たるものばかりですが、国内

でも川崎で起きた中学1年生の殺害事件もまた

日本中を震撼させました。殺害に至る全容が

明らかになるにつれ、ここに至るまでどうに

かならなかったのかと焦燥に駆られます。殺

害された少年は、 

・３学期から完全不登校（学校に来ていな 

 い）であったこと（原因は明らかでない） 



・18才の少年をリーダーとするグループと行 

 動を共にしていたこと 

・グループを抜けたいＳＯＳは発していたものの

暴力が怖くて抜けられなかったこと 

等が明らかになっています。このような出来事は

何も川崎市だけの問題ではないように思えてなり

ません。 

 そこで、現在の球磨郡市の不登校児童・生徒の

実態について伺ってみました。長期にわたる欠席

者には、正当な理由なく連続７日以上、又は断続

で10日以上欠席した児童・生徒を指しますが、郡

市では12月の長期欠席者は42名でそのうち12月全

欠席者は14名おり、増加傾向にあるそうです。 

月に１回も登校しない生徒は毎月変わらないよう

です。（大部分は中学生）月の全欠席者について

は、学校の努力で何とか接触は出来ているようで

すが、登校までは至っていないようです。都会の

ように不良グループの存在は無いようですし、

ゲームセンターでの遊びも殆どないようですが。 

 学校や教育委員会の懸命な取組にも拘わらず、

不登校児童･生徒が増加の傾向にあるのはなぜか？

家庭の問題が大きくのしかかっていることは事実

ですが、地域あげての取り組みの充実が待たれま

すが、簡単には解決しない課題でもございます。 

 本日は、堤脩パスト会長に、パスト会長卓話を

無理してお願いいたしました。有意義なお話しが

聞けると思います。ご静聴をよろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

       幹事 有馬宏昭 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区秋吉実米山記念奨学 

 委員長から米山事業の説明会と懇親会のご案内 

 が届きました。 

  日  時:４月５日（日）15:00開始 

    会  場:くまもと県民交流館パレア９階会議室   

    懇親会:下通 紅蘭亭（17:30～19:30） 

  →鳥井会長、葉山委員長へ 

②韓国伝統芸術舞踏in人吉公演実行委員会から公 

 演でのスタッフ派遣依頼が届いています。 

  日 時:３月２９日(日)12:00～17:00間で 

  場 所:人吉カルチャーパレス大ホール 

  内 容:受付、会場整理、備品搬出等 

  →鳥井会長へお渡しします。 

【回覧物】 

人吉医療センターから広報誌「翔」 

【例会変更及び取り止め】 

①熊本東RC3/24(火)→3/26(木)9時～ 

  第37回新世代の為の青少年卓球大会のため 

          場所:熊本市総合体育館 

 〃  3/31(火)19:00～家族花見例会のため 

          場所:ダイニングカフェ彩」 

②熊本ｸﾞﾘｰﾝRC3/30(月)18:30～観桜例会のため 

          場所:水前寺「泉里」 

  〃4/6(月)→4/2(木)12:00～職場訪問のため 

          「熊本総合車輌場」見学 

  

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁 

【プログラム委員会】 

 

       パスト会長 卓話の泉 
                                    

            入会年月日1973.11.9 

            ロータリー歴41年 

                 堤  脩 

     「人吉ロータリークラブと私」 
          

 先月、あるお祝いの席で鳥井会

長から３月の第一例会で何か話を

する様にとの依頼を受けました。

数年前の宮山年度ですでにパスト

会長卓話は一度話していて同じ事

は話せませんし、即座に断わらな

かった事を後悔しながら本日を迎えてしまいまし

た。皆さんには退屈な時間となるかもしれません

本日の出席率 

会   員   数   62名   80.70% 

出 席 免 除  5名 2 / 2 0 出 席 率  87.93% 

欠 席 者 数 11名 補 填 数     0名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率  87.93% 

＊届け出欠席 北・尾上・岡・渡辺・中島・井手・中村・有村 

       和田・竹長・上田 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾，釜田          

          齊藤・水野・尾上・有馬・鳥井 

３月の結婚祝い ３月の結婚祝い   

 外山博之会員   ３日  有村隆徳会員 ２６日 

 増田 力会員  ２９日   宮原和広会員 ３０日 

３月の誕生祝い ３月の誕生祝い   

 石蔵尚之会員   ２日   外山博之会員   ６日 

 馬場貞至会員   ７日  有村隆徳会員 １２日 

 中島博之会員 １７日   

  



約25分の間ご辛抱ください。最初の15分間お話し

してその後時間まで写真を見て頂く予定です。 

 私は今から41年と４ヶ月前の1973年（昭和48

年）11月９日の例会でこの人吉RCに入会させて頂

きました。本日は私がロータリーに入会して最初

に感じた事と、今までに強く印象に残った事を中

心にお話ししたいと思います。 

 私の入会当時の年齢は34才10ヶ月で、推薦人は

其の年度の幹事をしておられた田中義人さんでし

た。医療関係以外に殆ど外部との接触はなかった

私がロータリークラブに入会させて頂いたのは、

入会予定の武末会員の年齢に近かった為ではない

かと思っています。其の頃私の父堤貞雄が一年く

らい前から脳梗塞で倒れて臥せっていましたが、

多分理事会でこの事が話題になって父を名誉会員

にして息子の私を入会させ、若い武末会員の連れ

にようとなったのではと思っています。しかし、

きっかけは何であれ、私は人吉ＲＣに入会させて

頂いた事に41年経った今でも大変感謝していま

す。  

 

 入会して先ずカルチャーショックを受けたのは

それまで経験した事がない会場の雰囲気でした。

例会会場は肥後銀行人吉支店３階の会議場で会場

正面に日の丸とロータリーマークが飾られ、その

両側の壁にはいろんなクラブのバナーがいっぱい

飾られていました。会場には横文字が書かれた赤

いタスキ(SAA)や紺色のタスキ(fellowship)を肩に

かけたロータリアンが外部から届けられた食事の

セッティングや来訪者のお世話をされていまし

た。人吉にこんな外国のような雰囲気の集会が

あったのに驚きました。例会の始めにみんなで国

歌「君が代」とロータリーソングを歌いますが、

入会して丁度一ヶ月後の12月12日駒井田町の球磨

川旅館で入会２年未満の新入会員オリエンテー

ションの為のファイアーサイド・ミーティング

（炉辺会合）が行われました。そこでロータリー

ソングを教えられたのか、または始まる時に例会

の様に歌ったのか忘れましたが、其の時となりの

武末会員は入会後一月しか経っていないのに大き

な声で歌っていたのにはびっくりしました。私

は、歌詞は勿論、メロディーも殆ど憶えていない

時に、本当に感心しました。抜群の記憶力の持ち

主で、入会式の時の挨拶の通り真からロータリー

にとけ込もうとしている人だと分かりました。そ

の後は武末会員は私にとって同期入会者というば

かりでなくロータリーに対する取り組みの手本と

なる存在でした。ロータリーに関する事ばかりで

はなく、夜の社会学も先生であり、この炉辺会合

が始まりで、会合の度に酒の飲み方を学びまし

た。入会前まではビールコップ半分も飲めなかっ

た私ですが、ロータリー入会後、アルコールをい

ろいろの宴席は勿論わが家でも飲める様になりま

した。 

 入会時の地区は373地

区で熊本、大分、鹿児

島、宮崎の４県から構成

され、後に273、272、現

在2720となり構成も熊

本、大分に変わっていま

す。当時の会長は原田会

員の祖父の原田栄七氏

で、幹事は推薦者の田中

義人氏でした。例会では

毎月誕生祝いと結婚記念

祝いが行われますが、入

会して初めて知ったので

すが推薦人の田中幹事さ

んの誕生日も結婚記念日

も偶然にも私と同じで

びっくりしました。所属

委員会は会報委員会に入

れられましたが、其の時の委員長、副委員長さん

共に欠席が多く、ほどなく全面的に私１人で会報

を担当する事になっていました。今の様にワープ

ロ、コンピューターはなく点鐘から点鐘までカ

セットテープに録音し、毎晩夕食後はテープの掘

り起こしに深夜までかかり、次の週を迎える毎日

でした。幹事報告、出席率報告の他は原稿の提出

はほとんどなく、掘り起こした原稿は手書きでま

とめて鍛冶屋町の釜田会員近くの印刷屋へ持って

行きました。鉛の活字を拾って枠に入れて会報を

印刷されるので完成するのに数日を要し、会報完

成が今より大変おくれました。しかし何にも分か

らない入会間もない私には大変勉強になりまし

た。 

 

 鳥井会長は私の高校時代の同級生です。今年度

の第１回例会の会長の時間では「点鐘」の事が話

に出ました、私の会長の時の第１回例会での会長

の時間も内容は違いますがやはり点鐘の事を話し

ています。同じ年代であれば思う事はどこか似て

いるものなのかなあと思ったことでした。鳥井会

長の会長の時間で点鐘について文学的考察を交え

て高度の話しをされ、点鐘の時使うハンマーは日

本語では撞木〈しゅもく〉と教えてくれました。

わたしの「会長の時間」では我がクラブの鐘の音

色は本当に良い音だと言う話と我がクラブの撞木

は私が初めてホストファミリーになった時の交換

留学生Amy Millerの父親の手作りで、家族が来日

した時のお土産という話をしました。交換学生の

ホストファミリーを経験した事が強い思い出と心

に残っていたので鐘点の話になったのでしょう。  

 人吉ＲＣが国際青少年交換事業として今まで７

名の留学生を受け入れていますがAmyは４回目の留

学生でした。第１回留学生だったウインキーと偶

然にも同じＮＹ州のオネオンタ市から来た女子高

生でした。オネオンタ市はニュ－ヨーク市から車



で３時間、野球の殿堂で有名なクーパースタウン

から１時間の所に位置し、市の中央にサスケハナ

と言う川が流れ人吉と似ている所です。この時人

吉から愛甲真也君（人吉高校２年）をオネオンタ

市に隣接した、やはりサスケハナ川流域のウナ

ディラへ送り出していました。Amyが私の家族にオ

ネオンタの町の説明をしていた時、丁度家に遊び

に来ていた中学教師の甥が川の名前を聞いて「ペ

リーの乗って来た黒船の旗艦の名はこの川から来

たのだなあ」と呟きました。其れを聞いて私は彼

にいいました。「私の中学生の頃日本史を習って

も黒船の艦名は勿論、其の名の由来など聞いた事

もなかったので、其のくらい詳しく教えているな

ら今の中学生は幸せと思う、他の史実について

も、もっともっと詳しく教える様頑張れ」と云っ

た事があります。 

 ホストファミリーの経験で青少年交換事業は若

い人達にとって素晴らしい事業あると云う強い印

象を私に刻み込みましたので、私の会長年度でも

青少年交換事業に参加いたしました。７人目の交

換留学生としてローレン嬢をワシントン州シアト

ルから受け入れ、黒木理加嬢を同じくシアトルに

送り出しました。留学生が両方とも一年間を無事

に過ごし帰国するまで心配でしたが、帰国した学

生に話を聞くと其れは大変貴重な経験で将来へ素

晴らしい影響を与えるものと思われました。第１

回のウインキー君、第５回目のダミアン君は帰国

後大の親日家となって何度も人吉に里帰りをして

います。ウインキー君は留学５年後、その頃米海

軍にとられ沖縄近くにいた航空母艦ミッドウェイ

に載っていた時、休暇を取って人吉へ里帰りをし

たり、ダミアン君はアメリカへ帰ったあとＮＹ州

のシラキュウス大学へ入学し在学途中、日本の早

稲田大学へ留学したりしていたようです。現在の

熊本県医師会長も高校生時代ロータリー交換留学

の経験者のようです。現在2720地区では2005年度

から地区の青少年交換事業は行われていない様で

すが大変有益な事業と思いますので是非復活させ

て貰いたいと思います。 

 
＊サスケハナ川 アメリカ東海

岸で最も長くアメリカ全体で16

番目の長さの川。水源はクー

パースタウンのオチゴ湖でニュ

ウヨーク、ペンシルバニア、メ

リーランドの３州にまたがる。

全長715km. 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・鳥井会長 堤脩パスト会長卓話ありがとうござ 

 いました。４０年に渡る会員としての思い出、 

 ご活躍の様子がよくわかりました。堤パスト会 

 長の実践を今後に生かしていかねばと思いまし 

 た。ありがとうございました。      

・葉山会員 脩先生スミマセン。話迄は聞いて早 

 退します。2回目のパスト会長卓話お疲れ様で 

 す。1回目のパスト会長卓話をお願いしたのは宮 

 山年度の時、プログラムを担当していた私でし 

 た。                  

・石蔵会員 とうとう50歳の大台に乗ってしまい 

 ました。半世紀を生きたとは信じられません 

 が、先輩方のパワーをいただきながら楽しんで 

 参ります。誕生祝いをありがとうございまし 

 た。                  

・外山会員 誕生祝い、結婚記念日祝い、ありが 

 とうございます。            

・馬場会員 熊本で会議がありますので早退いた 

 します。                

 

【Ｒ財団委員会】 

・浅野会員 先週は職場訪問で来社いただき、あ 

 りがとうございました。お構いも出来ず申し訳 

 ありませんでした。本業のリレー事業は海外生 

 産の流れは変わらず年々縮小傾向で、「こらい 

 かんばい、なんとかせんば」との思いで第２の 

 事業を立ち上げ、まずは地域に貢献で電気料金 

 の削減で喜んでいただいています。熊本市で拡 

 販頑張ります。             

 

【米山記念奨学委員会】 

・浅野会員 同上             

・伊久美会員 毎週の特別寄付をいたします。 

                     

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

 

 

 


