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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 和田栄司委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会･進行   宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介  延岡研一会長   
              
  特定非営利活動法人 

  スペシャルオリンピックス日本・熊本 

                      事務局長 中村 勝子 様 

        人吉ブランチ 事務局長  有馬 理奈 様 

 

   

 

   会長 延岡研一 
 

  

  昨日の茨城、栃木の大水

害、そして今日は宮城、福

島での大水害と連日、東日

本大震災の津波を想起させ

る映像に、お見舞いの言葉

も見つかりません。 

 一刻も早い救助と一日も

早い復旧を望むばかりです

が、今や、いつどこで想定を超える災害がある

かわかりません。自宅はもちろんですが、企業

防衛の観点からも会社の防災・危機管理の必要

性を痛感しています。 

 さて、本日は、会長ゲスト卓話として、先

ほど紹介しました、特定非営利活動法人スペ

シャルオリンピックス日本・熊本の事務局

長、中村勝子様においで頂きました。 

 スペシャルオリンピックス様には、１１月

１日に開催する知的障がい者陸上競技大会の

開催に物心両面でのご指導、ご協力をお願い

しているところです。 

 その「人吉ＲＣ杯知的障がい者陸上競技大

会」についてですが、先週９月２日に第１回

の関係者会議を開催しました。人吉ＲＣから

は、私と水野幹事、担当の中川社会奉仕委員

長、委員の石蔵会員、村田会員、新堀会員の

６名、関係者からは、障害者施設代表として

つつじヶ丘学園施設長の恒松様（多良木ＲＣ

幹事）、球磨郡陸協副会長の那須様、そして

本日おいで頂いてますスペシャルオリンピッ

クス人吉の事務局長の有馬様の９名で会議を

行いました。 

 特に知的障がい者の競技という事で、競技

要綱を中心にいろんな意見を賜り、競技大会

開催案内とボランティアの依頼文等に反映・

修正し、今週、各方面への配布をする事と

し、昨日の時点で配布をほぼ完了しました。 

 郡市の４０ある小中学校には一昨日開催さ

れた校長会議の席に水野幹事と出向いて、趣

旨説明を行い、開催案内を支援学級の児童生

徒数約２３０名分、各学校ごとに人数分けし

て配布しました。また昨日、球磨支援学校と

各施設に配布して頂くつつじヶ丘学園に開催

案内をお渡ししてきました。加えて、昨日、

郡市の５つの高校に競技支援ボランティアの

依頼を行って、なんとか事前の段取りが終わ

りました。 

 先ずは申込み締切の１０月７日、どれくら

いの参加者になるか、期待と不安が入り混

じった中で待つことになります。そして本格

的な準備に入ります。 
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 競技大会のカラーのチラシを各テーブルにお

いております。また、会員皆様には、大会案内

とボランティア依頼の文面を両面刷り資料とし

てお渡ししておりますので、ご確認いただくと

共に、限られた時間ではありますが、中村様の

卓話で、知的障がい者とスポーツプログラムの

取組み等を理解して頂き、問合せ等ございまし

たら可能な範囲で応対して頂きたいと思いま

す。詳しい話が必要でしたら私に連絡して頂け

ればと思います。 

会長の時間終わります。 

 

 

 

     幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・本田ガバナー補佐より第６グループＩＭの案 

 内が届いております。基調講演・うたせ船 

 多数参加をお願い致します。 

・南相馬ＲＣ宮城会員の例会来訪は延期になり 

 ました。 

・おくんち祭り街頭募金協力要請  

 日 時；10月9日（金）10:30～12:00 

  社会奉仕委員会中川委員長へ 

・「第28回全国ローターアクト研修会」並びに 

 「第13回アジア太平洋地域ローターアクト会 

  議」登録案内 

  平成28年3月18日(金)～21日(月) 

  京都にて開催。登録希望の方は幹事へ 

・熊本'05福祉ＲＣより創立10周年記念式典出 

 席お礼文、掲示します。 

・地区ブライダル委員会より年間行事予定表が 

 届きました。掲示します。ご希望があれば社 

 会奉仕委員会和田副委員長へ 

・人吉市青少年市民会議より青少年育成関係５ 

 団体交流会の案内 

 青少年育成委員会井手委員長へ 

 

【回覧物】 

・八代ＲＣ週報 

・JCHO人吉医療センターより広報誌「翔」 

 

【例会の変更・取り止め】 

・熊本北ＲＣ9月24日(木)→観月会のため 

     9月28日(月)18時半～ 

     KKRホテル熊本日本料理まつりにて 

・熊本ｸﾞﾘｰﾝＲＣ9月28日(月)→観月会のため 

     9月28日(月)18時半～ 

    「KKRホテル熊本１Ｆﾛｰﾀｽｶﾞｰﾃﾞﾝにて 

 

  

 

 

  Paul Harris Fellow 
      認証ピンの授与 

      安達玄一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト員会】 委員長 平田フク 

    人吉ローターアクトクラブ 

 バドミントン例会 日程変更のお知らせ 

  ９月１０日(木)→１４日(月)２０時～ 

    

 

   

     会長ゲスト卓話     

     

    

     スペシャルオリンピックス日本・熊本 

                     事務局長 中村 勝子 様 

 

   スペシャルオリンピックスに出会って 

 

 花の仕事で上京の折、

花の生徒宅でスペシャル

オリンピックジャパンの

会長（牧師さんでした）

に出会い、その方の口か

ら出た二つの言葉が当時

３８歳の私の人生を変え

ることになりました。それは 

本日の出席率 

会   員   数   64名   78.33% 

出 席 免 除  5名 8 / 2 8 出 席 率 70.49% 

欠 席 者 数 13名 補 填 数     16名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 新堀・山田・中村・竹長・北・尾上・大久保 

       塚本・伊久美・青木・大賀・田上・外山 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席）, 丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 水俣ＲＣ；延岡・水野・本田・鳥井・有馬 

 多良木ＲＣ；葉山・本田・鳥井・有馬・水野・延岡 

 地区管理運営ｾﾐﾅｰ(大分)；中川・延岡 

 職業奉仕ｾﾐﾅｰ(大分)；中川 

 地区管理運営ｾﾐﾅｰ(熊本)；本田・水野  
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１．知的障がいがある方達にスポーツプログラ

ムを提供して、その人達のやる気と勇気を育て

る活動である。 

２．知的障がいがある方達は、どんなに医学が

進んでも必ず２％は生まれてくる。それは、そ

の人達は、その人達の周りにいる人達に優しさ

を教えるために神様からプレゼントされた人達

である。 

 私はこの言葉に、ガーンと頭をたたかれたよ

うなショックを受けたのです。私の息子は３月

生まれで他の同級生達と比べればできない子で

した。しかし、その子の昨日と今日を比べると

びっくりする成長がありました。私の子育て方

針は「他の子と比べなくていい。あなたの昨日

と今日の変化が大切なのだ」というものでし

た。周りのお母さん達からは「それが理想かも

しれないけれど、そんな育て方は損するよ。わ

からないことは親が教えなければ」と言われて

いました。しかし、私は自分で産んだ子なの

で、「自分で信じたように育てる。学校の先生

は魔法使いよ。何でも教えて下さる」と徹底し

ていました。人には色々あっていいというのが

わたしの基本でした。 

 スポーツ少女だった私は、スポーツがやる気

と勇気を育ててくれることを知っていました。 

スペシャルオリンピックジャパンの会長さんと

お会いした時は、丁度日本が初めてスペシャル

オリンピック世界大会に出場する直前だったの

で、どうしてもそれを見てみたくなり、半ば強

引にお願いして世界大会を見学に行かせていた

だきました。 

 そこで見た光景は、世界ではこんなことが行

われている。私も誰か一人でもいいからアス

リートに体操を教えてみたい。そしてもう一

度、そのアスリートとお母さんを世界大会に連

れてきたいと決心しました。 

 世界大会の見学から帰国して、ＲＫＫラジオ

でその様子をお話ししたことがきっかけで、あ

るお母さんが２歳のダウン症の少女を連れて私

の家を訪問されました。私は思いのたけをお話

しし、その結果、体操を教えることになりまし

た。いつもは花の教室に使っているホールの椅

子と机を隅に片付け、時間に余裕ができたとき

に練習するという方法で、やがて、少女が１０

歳になった時に、世界大会に出場するチャンス

が来ました。万難を排して出場した少女は予選

で１０点満点の４点、決勝では４．７５点でし

た。まさか表彰されるとは予想できない点数で

したが、銀メダルのアナウンス。なぜ？と不思

議でした。ここで、コーチである私はスペシャ

ルオリンピックの採点方法を知ることになりま

した。予選は強い人を選び出すのではなく、障

害の度合いが同じ程度の人をグループ分けし、

決勝に臨むという方法だったのです。つまり、

彼女は予選で４点でしたから４～５点の人達

のグループに入り、決勝で４．７５点だった

のです。つまり、あなたが４．７５点取るに

は相当な努力が必要だったでしょう。その努

力は銀メダルの価値がありますということ

だったのです。「精いっぱいが素晴らしい」

という価値観がこの世界で具現化され、こん

なに多くの人が輝いている。この価値観をぜ

ひ日本の皆さんに伝えたいと思い、帰国後、

まず、花の生徒さんたちに伝えました。そこ

から熊本でスペシャルオリンピック講演会を

開くことにつながり、講演会の聴衆の中から

協力者が出て、現在のスペシャルオリンピッ

クスが産声を上げたのです。 

 それから３２年を経て、ＳＯ延岡様のご尽

力で人吉にブランチが出来、イキイキと活動

を始めました。ＳＯに男性の力を引き入れる

ために始めたゴルフプログラムで、世界大会

にパートナー・コーチとして熊本を代表して

人吉ブランチから日本選手団にも加わってい

ただきました。 

 思いついたら即行動、いいことはやりま

しょう。力が足りなければ他から力を借りま

しょう。きっと運動の輪が広がり、いつかお

互いに「会えてよかった」と思える日が来ま

す。 

 人吉ロータリークラブの皆様、ありがとう

ございます。大きな力をいただいたことは

きっと多くのアスリート達の夢に繋がり、周

りは、自分の小さな力が役に立ったことに喜

びを感じる日が来ます。ほんの少し、できる

時に、できることを出し合えば、それは、目

には見えないけれど、多くの人の心を豊かに

することができます。 

「この人達は周りの人たちに優しさを教える

ために神様からプレゼントされた人達です」

それはあちこちで実証されています。どう

ぞ、あなたのほんの少しをお貸しください。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・延岡会長 スペシャルオリンピックスにつ 

 いて会員も少しは理解出来たと思います。 

 11月1日の陸上競技大会やり遂げます。今日 

 は本当にありがとうございました。  

         

【Ｒ財団委員会】 

・本田会員 中村勝ちゃん、本日は素晴らし 

 い卓話ありがとうございました。久しぶり 

 熱き思いを聞き、私も再度感動しました。 

 心新たに私にも出来ることをやらせていた 

 だきます。             

・延岡会長 同上           
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【米山記念奨学委員会】 

・中川会員 中村先生、スペシャルオリンピッ 

 クスの話をして戴きありがとうございまし 

 た。11月1日の人吉ＲＣ杯知的障がい者陸上 

 競技大会が成功するように頑張ります。会員 

 の皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

                   

・山賀会員 先週の米山記念奨学委員会のセミ 

 ナーに水野幹事、本田委員、石蔵会員に出席 

 していただきありがとうございました。       

                   

・延岡会長 同上           

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 
                     

 

 

 

 

 

 

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 

国際ロータリークラブの会員組織について 
 
ロータリークラブは、その会員であるロータリーアンによって構成される、一方国際ロータリー

（RI）は、ロータリークラブによって構成されます。 

人吉ロータリークラブ定款（クラブの運営に対する基本姿勢が示されています）と細則は栞のＰ１０

１からＰ１２０に掲載されています。 

 

名誉会員について 
 
名誉会員の地位はクラブが与える最高の栄誉であり、従って特別な場合にのみ与えられます。 

在籍ロータリーの理念推進のために称賛に値する奉仕をした人、ロータリーの取り組みを末永く支援

した人への称号としてのみ、与えられます。 

名誉会員は、入会金と会費の納入は免除されますが、投票権はなく、クラブの役職に就くことは出来

ません。名誉会員は、職業分類は保持しないが、所属クラブのあらゆる会合に出席したり、ロータ

リーの記章を着用、クラブのあらゆる特典を亨受ができる。しかし他のクラブにおいては、いかなる

権利、特典も認められない。例外として、来賓としてではなく他のクラブの訪問する権利はありま

す。当クラブの名誉会員は、高嶋康二様と原田 英一様（原田会員のお父様）のお二人です。 

地区編成について 

現存する全ての地区が、少なくとも75クラブ、2700名のロータリアンを有することが望ましいと

しています。 

人吉ロータリークラブが所属している２７２０地区（熊本県と大分県）はクラブ数74で望ましいに

１クラブ少ない、人数は？ 少子化、高齢化の影響がロータリークラブにも及んでいると言えます。 

 

ガバナーとは 

ガバナーはRI理事会の監督の基に職務を行う、その地区のおけるRIの役員である。ガバナーは地区内

のクラブを啓発し、意欲を与えること、地区内の継続性を確保することにより、地区内のクラブを指

導し、支援する立場の人。（当地区は野田 三郎ガバナー） 

パストガバナーとは、ガバナーを経験した人。 

副ガバナーとは、ガバナーが一時的あるいは恒久的にガバナーとしての任務の遂行が不可能となった

場合に、ガバナーの後任となることがある。ガバナー指名委員会が1名のパス 

トガバナーから選出されます。 

ガバナーノミニーとは、次々年度ガバナー ガバナーに就任する日の直前３６ケ月前から２４ケ月前

に選出されます。 

ガバナーエレクトとは、次年度ガバナー国際協議会に出席が義務付けされています。 


