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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 大野啓介委員 

 

 
 
 
 

 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

            

来訪者紹介  本田 節 会長 

 

 ＮＰＯ法人 人吉市体育協会  会長 小林英敏 様 
   
          人吉ねぶか太鼓  代表 渡辺孝昭 様 

 

   

     会長 本田 節 

 

  本日は、今月の地域社会の発展月間の締めく

くりとして、元人吉市教育長で現ＮＰＯ法人人

吉市体育協会会長小林英敏先生においでいただ

き卓話をしていただきます。 

 小林先生は教育長時代に大変お世話になり、

私の大変尊敬する教育者のお一人でもございま
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告、人吉ねぶか太鼓       

Ｐ２～３ Rの友１０月号見所紹介 

Ｐ３～４  地域発展月間卓話 小林英敏氏 

        ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

す。来年、当市において県民体育祭が開催され

るという事で、来年に向けての準備も大変お忙

しい日々の事だと思います。先生といつお会い

しても直立不動で深々と頭を下げ、ご挨拶をし

ていただき、また、励ましのお言葉をいただく

時本当にその謙虚さに頭が下がる思いでありま

す。本日は本当にお忙しい中、おいでいただき

心より歓迎申し上げます。 

 ところで７月からスタートいたしました本田

年度もあっという間に４ヶ月が過ぎようとして

おります。ロータリーについて知識の浅い私に

とっては、日々、学ばせていただく事ばかりで

諸先輩のご指導や会員の皆様の友情に感謝しな

がら、大変充実したロータリーライフを送らせ

ていただいております。 

 先日の10月22日には玉名ＲＣ創立50周年記念

式典に、片岡啓一ガバナー補佐を始め会員の皆

様11名で参加させていただきました。当日は、

午前中に地区管理セミナーが開催され、セミ

ナーの内容は規定審議会の採択案の可決につい

ての解説や質疑がなされました。基本的には先

日中島パスト会長がお話いただいたものと変わ

りませんでした。この件については、当日参加

いただきました下田会員から後ほど報告がある

と思います。 

 玉名ＲＣ式典では、大会テーマ『明日への希

望－我等の手で－』ということで、40周年から

の10年の歩みをパワーポイントで紹介があり、

素晴らしい記念式典でありました。記念講演で

は「私の人生と陸上競技」という演題で、北京

オリンピックで銅メダルに輝いた熊本市出身の

末續慎吾氏の講演がありました。元々は幼少期

に空手道から始まり、小学５年でサッカー、そ

して陸上という事で、空手道をやった事が礼に

始まり礼に終わるという精神的な武道としての

大切さが、陸上競技をやる上で大変良かったと

言っておられ、お二人の指導者・恩師との出会

いによって才能を引き出してもらったという事

でした。お一人の指導者の言葉が「人とちょっ

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ 「我等の生業」 



 2 

と違うからやってみないか」という言葉であっ

て、走るのが速いからではなく、人と違う可能

性を見出してもらったのではないかと大変感謝

をされておりました。 

 国内競技では勝ち続け日本選手権2003.6.8の

200ｍ走の日本記録は未だに破られていないとい

う事でした。メダリストとなった後、勝ち続け

なければならないアスリートとしてのプレッ

シャーの中で、ある時から人前に出る事や、

煌々とした灯りの下では立って話す事もできな

いという苦しい数年間があったという事でし

た。私達の知らないオリンピック選手の苦悩や

努力を垣間見る事が出来ました。今では、走る

事が楽しいという事で、これまでの経験を活か

し、陸上を通した次世代を担う青少年の育成と

いう社会奉仕にご尽力をされております。 

 今回は人吉ロータリークラブが60周年の記念

事業を来年の５月に開催する事もあり、他クラ

ブの周年行事に参加する事によって、おもてな

しや行事内容も興味をもって学ばさせていただ

きました。 

 また、先日、北海道の十勝清水町に出張で

行って参りました。台風10号による甚大な被害

を受けた町でまだ傷跡も痛々しく、被災地の皆

さんの復興を思う時に、心よりお見舞いを申し

上げて参りました。今、日本中のどこででも地

震や自然災害が起こるという可能性の中で常に

危機管理を持たなければならないと改めて思い

ました。 

 清水町にはまちづくり講演会と言う事で行っ

た訳でありますが、生涯学習という人材育成に

力を入れているという町で、人材養成塾での講

義でありました。その塾長は横山一男氏という

75歳の元中学校の校長先生を退職され、町の教

育長を歴任されていた熱血漢の塾長であり、

“人づくりなくして地域活性化はない”という

持論で社会奉仕をなさっている方でございまし

た。当クラブのパスト会長の鳥井先生、本日卓

話をしていただく小林先生、それから末續選手

をメダリストとして育てあげた高野先生に共通

する、人材育成という教育者としてのミッショ

ン（天命）を生涯現役で全うされている事に感

動をし、心から敬意を表したいと思います。ま

さに、ロータリーの奉仕の理念と同じではない

かと思いました。 

これで会長の時間を終わります。 

 

 

   幹事 葉山稔洋 

【連絡事項】     

・のびのびユースネットくまもとから青少年く 

 まもと第76号が届きましたので回覧します。 

 浦田会員のお孫さんが参加されておられま 

 す。 

・子育てスキルアップ講演会のご案内が届いて 

 おりますので青少年奉仕漆野委員長と山賀副 

 委員長にお渡し致します。 

・日本百名城人吉お城まつり実行委員会から全 

 体会議の案内が来ておりますので本田会長に 

 お渡しいたします。 

 

 

   委員長 内藤靖雄 

 
      

   人吉ねぶか太鼓より報告と御礼   
  

 人吉ねぶか太鼓 代表渡辺孝昭

様より、先月11日ニューヨークで

開催された9.11テロ鎮魂「第９回

風の環コンサート」人吉ねぶか太

鼓ジュニアチームへの協力お礼と

出演報告がありました。 

 

【雑誌委員会】 
  
    ロータリーの友１０月号紹介 
 
            紹介者 村山能史委員 

 ロータリー１０月号見所を雑誌委員の村山が

紹介致します。宜しくお願いいたします。 

 まず、横組みの７ページから、特集「写真で

振り返る日本のオリンピックとロータリー」、

これまで日本国内で開催された1964年東京オリ

ンピック、1972年札幌オリンピック、1998年長

＊届け出欠席  

 丸尾・後藤・堤正・漆野・宮﨑・堀川・岩下・浅野・井手・村田 

 中村・友永・外山・青木・大賀・田上・塚本・新堀・尾上・片岡         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；2720地区RA年次大会；安達 

        国際奉仕家庭集会；北 

        規定審議会報告ｾﾐﾅｰ；中川・葉山 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除 4名  66.10％ 

欠 席 者 数 20名  1 0 / 1 4 出 席 率 72.88％ 

出 席 者 数 39名 補 填 数   4名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  79.66％ 
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野オリンピック、この３つのオリンピック（パ

ラリンピック）に日本のロータリアンたちも関

わってきています。東京オリンピックの国立競

技場の聖火台、長野オリンピックのジャンプ競

技会場の聖火台、1972年の札幌オリンピックで

は北海道全域区が全国のロータリアンに呼びか

け、真駒内屋外競技場に聖火台を寄贈。テレビ

放映で日本のロータリアンによるものであるこ

とが全世界へ伝えられました。ロータリアンの 

すばらしい活動が６ぺージにわたり写真ととも

に紹介されていますのでご覧ください。   

来る東京オリンピックにはロータリアンとして

協力したいと思います。 

 次に３４ページの“心は共に”熊本地震「広

がる支援の環」では姉妹クラブ関係の福井西Ｒ

Ｃと熊本西ＲＣの記事が載っています。 

 人吉・球磨は大きな被害がなかったものの観

光業などにかなりの影響がありました。６ヶ月

が経ちメディア等で被災地の様子が報道される機

会も減ってきています。ニュースで再開した工場

などの様子をみると復興はまだまだ時間がかか

ると思われます。 

 次に、縦組み20ページ、卓話の泉の投稿に

「自転車の魅力」とあります。健康のために

ウォーキングやジョギングを始めようと考えて

いる方もいらっしゃると思います。高齢になる

と膝や腰を痛める方が多いそうです。その点、

自転車は負担が少なく適度な運動で効率よく脂

肪燃焼が出来るそうです。また筋肉を使うこと

で代謝も上がるそうです。自転車の良さを伝え

ておられます。 

 以上、今月号の紹介を終わります。 

 

【地域発展委員会】 
 
    経済と地域社会の発展月間  

         外部卓話 

 

講師紹介           石蔵尚之会員 

  

 

 ＮＰＯ法人人吉市体育協会 

   会長 小林英敏 様  

 

 

プロフィール 

昭和11年7月6日生まれ（80歳） 

昭和63年～平成2年  人吉市立第三中学校 校長 

平成 2年～平成4年 芦北教育事務所 所長 

平成 4年～平成6   人吉市立第三中学校 校長 

平成 6年～平成9年  人吉市立第一中学校 校長 

平成10年4月～平成17年6月 人吉市教育長 

平成23年～平成25年 人吉柔道協会 会長 

平成24年～現在 NPO法人人吉市体育協会 会長 

  来年（2017年）第７２回熊本県民体育祭が

人吉・球磨地域を会場として開催されます。

2005年の第６０回大会以来、１２年ぶり。 

大勢のアスリートと家族、関係者が郡市を訪

れ、地域発展の契機になると思われます。 

 

 

    第７２回熊本県民体育祭  

      人吉球磨大会について 

 
      NPO法人 人吉市体育協会会長   

        第72回熊本県民体育祭                

         人吉球磨大会実行委員会副会長 

小林英敏 様 

 

趣 旨  

  熊本県民体育祭は、広く県民の間にスポーツ

を普及し、県民の健康増進とスポーツ精神の高

揚を図り、明るく豊かな県民生活の進展に寄与

しようとするものである。 
  
開催の基本方針（1） 

 体育祭は毎年開催し、郡市（町村）持ち回り

を原則とする。（次の人吉球磨地域会場として

の開催は平成40年予定） 

  

第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会 

スローガン及びシンボルマーク 

 スローガンは、大会の合言葉となるもので、

県民の間にスポーツを普及することを採り入れ

たもの、さらに人吉球磨地域ならではの表現を

採り入れたわかりやすいもの。 シンボルマー

クは、大会のマークになるもので、人吉球磨地

域の特色をわかりやすく表現し、大会の象徴と

して県民に親しまれるもの。 

 県民体育祭にふさわしく、人吉球磨地域なら

ではの特色を生かした県民に親しまれる作品を

6月～7月にかけて公募し決定。応募総数「ス

ローガン」639点 「シンボルマーク」398点  

 

スローガンの部 最優秀賞 

   吉川光さん（あさぎり町） 

 

シンボルマークの部 最優秀賞 

  和泉光代さん（人吉市） 
 

人吉「ひとよし」球磨「くま」の文

字を用いて、スポーツを（やって・

観て）楽しむ笑顔の女性をイメー

ジ。 前髪部分の黄色は「太陽の

光」、残りの緑色は「人吉球磨の森

林の緑」、顔の輪郭の水色は「球磨
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川」、鼻部分の青色は「球磨川で跳ねる元気な

鮎」、耳部分の茶色は「球磨川下りの船」をイメー

ジしたものです。 

 

大会実行委員会組織（資料3） 

〈事務局所在地〉 

  熊本県人吉市下城本町１７５８番地の１ 

          （人吉市教育委員会） 

  第72回熊本県民体育祭 

  人吉球磨大会実行委員会 事務局 

   電話22-6561 
 
大会開催計画（資料4） 

(1)開催予定期日 

  平成29年9月16日(土)～17日(日）の２日間 

(2）総合開閉式、会場 

  開会式 人吉スポーツパレス 

  閉会式 人吉カルチャーパレス小ホール 
 
・大会事業計画（資料5） 

 

地域と活性化 
 
 体育祭に来られる多くの方々に人吉球磨を

知っていただく良い機会である。豊かな自然食

文化などを皆でおもてなしの心をもって迎えた

い。また人吉にゆっくり来たいという気持ちで

帰っていただけるよう努力をしたい。2000人の

選手・応援者が宿泊を予定しており経済効果も

大きい。 

スポーツ面のメリット 

 若い選手の補強と育成、チームワークを高め

る機会であること。県下から技術力の高い優秀

な選手も参加するのでマナーなど学ぶことがで

きる。施設・用具について予算から体育環境整

備に力を入れていただくことが出来る。 

 

最後に 

 第71回熊本県民体育祭阿蘇大会は熊本地震に

より開催中止となり選手たちにとっては残念で

あったろうと思います。私たちが阿蘇の分も頑

張ってすばらしい大会になるように努力してい

きたいと思います。どうかご支援ご協力を宜し

くお願い申し上げます。 

 

 

【寄付カード】 ニコニコ箱副委員長 高山征治 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会員 小林先生、本日は来訪卓話ありが 

 とうございました。県民体育祭の成功を祈っ 

 ております。人吉市に400mの陸上競技場がで 

 きないものでしょうか、ご尽力いただければ 

 と思います。             

・堤脩会員 小林先生卓話ありがとうございま 

 した。                

・葉山会員 小林先生卓話ありがとうございま 

 した。もう県体で泳がなくなって25年位たち 

 ました。その分体重が増え、まだまだ成長し 

 ております。 実は私も「ちろりん会」のメ 

 ンバーでお腹でなく太鼓をたたきました。 

                    

・石蔵会員 小林会長には突然のお願いにも関 

 わらず卓話をご快諾いただきましてありがと 

 うございました。           

・伊久美会員 小林体協会長のご来訪を歓迎い 

 たします。柔道の仲間です。      

・有村会員 ねぶか太鼓ニューヨーク公演の協 

 賛ありがとうございました。熊本県民体育 

 祭、人吉球磨大会の成功を願っています。 

                    

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・武末会員 柔道の先輩の小林先生卓話ありが 

 とうございました。          

・本田会長 小林先生、本日はお忙しい中卓話 

 をいただきありがとうございました。今後と 

 も地域発展のためご尽力宜しくお願い致しま 

 す。                 

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・有馬会員 小林英敏先生、本日はご多用の 

 中、貴重なお話をしていただきまして有難う 

 ございました。            

・平田フク 毎例会の米山奨学基金に寄付をし 

 ます。                

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 １０月２４日小川ワールドカ 

 ントリーにて、雨の中ラウンドしてきまし 

 た。ワンオンチャレンジのチャリティーとし 

 て人吉RC奨学基金へ寄付します。    

・延岡会員 ニコニコカードと同文    

・葉山会員 ニコニコカードと同文    

 

 

    

     点 鐘  本田 節 会長 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             


