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 皆さんこんにちは。９月は基本的教育と識字

率向上月間です。月間にちなみ、私の夢をお話

しさせていただきます。 

 それは、「子供たちの読書の環境を整えるこ

と、読書の習慣を身に着けてもらうこと」で

す。 

 今年の人吉高校の卒業生、難関の東大の理三

に合格し、京都大学にも現役で入学しました。

京都大学に入学した生徒は、塾にも通わず合格

したと伺いました。妻が生徒の祖父母と面識が

あり、早速「何か特別のことなさっていたので

すか？」と伺ったところ、小学生のころから

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 

「くりの図書館」に日曜毎に本を借り行ってい

ました。」「何冊でも借りることができるので

すよ」とのこと。 

 翌週の日曜日、早速夫婦でくりの図書館に行

きました。開館時間は１０時から１８時まで。 

平成１２年に開館。バリアフリー、カーペット

張りの読み聞かせコーナーがあります。年配者

向けの畳の間もあり、貸出数の制限は無で貸出

期間は１５日。図書館の入り口には、アンパン

マンの縫いぐるみが出迎えてくれます。 

 「７歳の児童たちの読書量が、将来の世界に

おける英国の位置そのものである」 

イギリスのブレア前首相の言と聞きます。 

蒲島郁夫知事も小学校から高校まで図書館のす

べての小説を読んだ。現在があるのは 

読書のお陰とおっしゃっています。 

 私事で恐縮ですが、私の読書の習慣を作って

いただいた方は、錦西小学校６年の担任であっ

た、田上和男先生です。 

 以前お話ししましたが、4歳の時ポリオに感染

し、増田 力先生のおかげで奇跡的に後遺症も

なく退院できました。退院後病弱で転んでばか

り。そこで剣道で心身を鍛えるために町の道場

に入門し、勉強は二の次で、毎日稽古に明け暮

れておりました。 

 小学６年時の田上先生は、毎週鉄筆でガリを

刷り、辞典や図書館で調べないと解けない問題

を出しておられ、正解だと褒めていただき、自

学する習慣が身についたと思っています。 

 またそれら課題の中に、読書１００冊のテー

マがありました。 

 図書館にない本もあり、九日町の金輝堂に購

入に生きますと「むつかしい本をよむのね。す

ごいね」とほめていただき、勢いで小学校卒業 

時には先生おすすめの１００冊を読んでしまい

ました。褒美には、キャンパス地のリュック



かせができる図書館ができるよう、行動してい

きたいと思っています。 

 
 
   直前幹事  石蔵尚之 

 

①理事会承認事項 なし 

②連絡事項 

・おくんちまつり総代会・奉賛会合同打合せ   

 （10月1日17時、参集殿）と献幣式（10月8日 

 10時半）のご案内→有馬会長へ 

・九州地RC親睦野球大会（10月13日、県営八代 

 運動公園） 

・第11回人吉オープンゴルフ大会協賛依頼→例 

 年通り特別会計より1万円支出 

・第65回人吉球磨総合美展特別賞協賛依頼→例 

 年通り特別会計より1万円支出 

・おくんちまつり協賛金依頼→例年通り特別会 

 計より1万円支出 

・来週（9月28日）例会は環境保全委員会によ 

 る清掃例会のため6時半、相良護国神社 

・再来週（10月5日）例会は花見例会のため18 

 時半、ひまわり亭 

・地区大会出欠の返信はお早めに 

・会報用ファイルの案内 

・会員の栞の案内 

・荒尾RC40周年記念品の案内 

③掲示物 

・例会変更と取り止め 

 熊本西南、熊本東、熊本西、熊本中央、 

 八代南 

・荒尾RC創立40周年記念式典のお礼 

④回覧 

・人吉医療センター広報誌「翔」 

・地区大会出店のご案内（11月16～17日、ホル 

 トホール大分）お土産や特産品など、出店料 

  は無料 

・人吉市国際交流協会より英語による観光案内 

 講座のご案内（10月31日午前、青井阿蘇神社 

 集合） 

・八代RC、指宿RCより週報 

⑤配布 

・ガバナー月信 

 

 

   委員 原田知一郎 

サックをプレゼントしていただきました。 

 錦西小学校では、クラスで５番目くらいだった

でしょうか。一武小学校、木上小学校と一緒に

なった錦中学校入学の際、なんと新入生代表の挨

拶をするように言われました。 

 やったことと言ったら、本を１００冊読んだこ

とくらいでしたので、自分でも驚いたのが本音で

す。ほかの小学校からの生徒は、私の過去は知り

ません。頭がいいと思われましたので期待に応え

るべく、勉強し始めました。読書の習慣が、自信

につながりました。 

 人吉西小学校のPTA会長をさせていただいた３

年間、自分の体験を生かしたいと思い、読書１０

０選の本を選び、PTAの皆さんと食バザーを実施

し、集まった都合６０万円で選定図書の購入をし

ました。 

 今週20日が読み聞かせの当番でしたので人吉西

小学校に出向いた際、司書の先生に、現状を伺い

ました。１００冊読書の運動は、現在も活発に行

われており、有難く思います。ただ、しかしなが

ら、13年もたちますと、本が傷んでいます。人吉

西小学校規模では市から毎年２０万円、民間から

の寄付が毎年１０万円いただいていますとのお話

でしたが、修理が必要と思います。 

 仕事でも、重要でかつ緊急な仕事を最優先しま

すが、急がないが重要な仕事、例えば後継者を作

ることが出来なければ、会社の最重要な課題であ

る会社の存続が危ぶまれます。 

 同じく、国家百年の計は教育にあると思ってい

ます。教育の基本となる読書の環境を作ることは

大人の責任ではないでしょうか。 

 「物語都市、ひとよし」を標榜する人吉市。第

３次子ども読書活動推進計画が平成２９年度から

４年間実施中ですが、現在の図書館が手狭なた

め、移動図書館を活用してなるだけ多くの本を読

める機会を工夫なさっています。しかしながら、

予算は限られていますので、民間を活用できない

か、職員にボランティアを入れてみてはと思った

りしています。開始時間を遅らせて、仕事帰りで

もよれるような工夫が出来ないかとも、思ってい

ます。 

 今年の春、有田陶器祭りに行った際、武雄図書

館まで足を延ばしました。地元の方に交じり、多

くの観光客が図書館の見学に来ていました。子供

の図書館は、大人と別棟です。ノンタンの着ぐる

みが子供たちと握手会をしていました。妻と図書

館の中で、九州パンケーキを食べ、豊かな気持ち

で半日を過ごすことができました。 

 何とか工夫して、「子供たちの読書の環境を整

えるという」私の夢を現実にできたらと思ってい

ます。 

 くりの図書館まで行かなくても、自転車で仕事

帰りにもよれる、孫にも周りを気にせずに読み聞

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 21名  8 / 2 4 例 会 76.19％ 

出 席 者 数 41名 補 填 数 2名   

1名 修 正 出 席 率 77.78％ 



【来訪者挨拶】    荒尾RC 清田裕幸様 
 
 先般は荒尾ＲＣ４０周年開催に

全員登録をいただき、また式典へ

多数のご参加をいただき、誠にあ

りがとうございました。会員一同

心より御礼を申し上げます。 

 式典祝宴では何かと行き届かな

かった点もあったかと思いますが、皆様のおか

げで無事終了することが出来ました。感謝申し

上げます。今後とも末永いおつきあいをどうぞ

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 山口令二会員より、亡奥様会葬御礼として、

Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委

員会へご寄付がありました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 石蔵尚之会員より「日刊人吉新聞」創刊六〇

周年を記念して、Ｒ財団、米山記念奨学会、人

吉ＲＣ奨学基金委員会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】     委員長 竹長一幸 

   

【人吉RC戦略計画委員会 クラブ・フォーラム】  

 

             委員長 水野虎彦 
 

  ロータリークラブの社会奉仕

活動は、ロータリアンを奉仕と

いう点で訓練し実習させるもの

と考えるべきであります。 

（決議23-24）  

 決議 23-34 は、「社会奉仕

に関する1923年の声明」として手続要覧に掲載

されています。 

  一般的に決議23-34と呼ばれるのは、これが

1923年に開催されたセントルイス国際大会に上

程された第24号議案であったからです。 

その後、いくつかの項目について部分的に改正

され、そのタイトルも「社会奉仕に関するロー

タリーの方針」と改正されて現在に至っており

ます。 

  この決議23-34はロータリーの目的に基づく

すべての実践活動の指針であります。 

その第２条にこのことが記載されており「奉仕

の理論を団体で学ぶこと」として説かれており

ます。 

  現代はめまぐるしく変化しており、１０年前 

５年前にはニーズのあった奉仕活動でも現在

マッチしていないことも多々ございます。また

今、地区からクラブに求められていることは、

「時代に合った奉仕活動」です。 

・本日は各テーブルに別れてＤＬ形式による 

 ディスカッションを【 人吉RCならではの奉 

 仕活動は何か？】をテーマにお話し頂きま 

 す。 

・ディスカッションリーダーは戦略計画委員会 

 の各委員が行います。 

・結果「これが正解だ」という解答はございま 

 せんので、忌憚のないご意見をお願い致しま 

 す。 

 

【以下、様々なご意見】 

・全ての事業が素晴らしいが見直しも必要。 

・活動と協賛については見直し。継続できるも  

 のは広報活動をして継続する。キモはキッチ 

 ンカーとチャレンジカップ。 

＊届け出欠席   堀川・板崎・井手・板井・岩井・岩下・小林清 

        宮原・村山・内藤・中村・延岡・尾上・大久保 

        高山・竹長・外山・堤正・和田・山口・水野  

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 8/16 クリーン人吉 ；山田 

        8/28 プログラム家庭集会;青木 

尾上 暢浩会員   10日  

   大久保 勝人会員  7日  丸尾  孜   会員   9日 

 安達  玄一会員  16日  井手  富浩会員  24日

 中川  貴夫会員  29日  新堀  純子会員  30日

 加登住 亮 会員  30日 

 

 

 

 

 

 



・海外交流の見直しも必要ではないか。 

・どれも素晴らしいが、なかなか参加できな 

 い。 

・キッチンカーは地区内と地区外にも活動でき 

 るので今後も期待したい。 

・人吉ロータリークラブには「青少年奉仕」と 

 いうキャッチフレーズがぴったりだと思う。 

・継続事業としては充分地域の為になってい 

 る。公共イメージ向上、認知度UPの為に必要 

 なカレンダー事業等はどうか。 

・社会運動協賛にしてもロータリーの名が記載 

 してあるのでＰＲになって良い。 

・現在のままで良い。必要な事業ばかりであ 

 る。 

・１年間の交換留学生（以前からの事業の復 

 活）も必要。 

・現在のままで良いと思う。 

・会員増強が必要。事業を充実しようと思えば 

 予算も必要ではないか。見直ししなければな 

 らない経費もあるのでは。 

・有限資源を有効に使う（財源・人的）事業選 

 定が必要か。 

・ロータリークラブの意義は？Ｒ財団・米山な 

 ど若い会員に対し教えていない。何のために 

 寄付するのか。チャレンジカップ等財団基金 

 を利用した事業を行っている事を知らない会  

 員もいる。 

・奨学金をもっと少数精鋭化し額をもっと上げ 

 る。カレンダー事業の協賛。 

・国際奉仕の厳格化。１００万の額、相手方の 

 要望等の精査。戦略的な見直し。 

 奨学金の１人あたりの増額。厳選化（少数） 

 将来の地域貢献に期待し、海外にいる方より 

 は人吉球磨の子供達に特化する。 

・世界よりはまずは地域貢献。 

・マンネリ化している事業を継続すべきか議論 

 が必要。 

・人吉ＲＣ奨学基金は人吉高校に偏っていない 

 か。 

・優良職員表彰は必要か。商工会議所との重 

 複。 

・人吉クリーン作戦の場所選定。 

・柔道大会の支援は必要か。 

・収益事業を行い収益を寄付 

・柔道大会支援は永くなり過ぎでないか。考え 

 る余地がある。 

・体育協会の立場から言うと、陸上競技大会は 

 知的障がい者対象なので必要と考えるが、柔 

 道大会１つに偏るのはいかがなものか。色々 

 なスポーツがある。 

・柔道大会に行ったら「人吉ロータリークラブ 

 主催」となっており驚いた。 

・柔道大会だけでなく、毎年変えていったらど 

 うか。 

・クリーン作戦に参加しても、あまりゴミが落 

 ちていない。見直して良いのでは。 

・おくんち祭りの協賛が多い。絞るか減らした  

 らどうか。 

・人吉ローターアクトの提唱は続けるべき。 

・人吉ローターアクトの毎年の助成金は多すぎ 

 るのではないか。根拠に基づくべき。 

・韓国台湾の姉妹クラブ提携は、当クラブから 

 解消するのは困難。 

・韓国からの積極性を感じない。 

・姉妹提携は継続しなければならない。 

・地域の人にはロータリークラブが何をしてい 

 るのか解らない。地域へアピールが必要。人 

 吉ＲＣ奨学基金の取組みは大きな事業だと思  

 う。 

・ロータリークラブは情報をアピールすること 

 が下手。 
 
以上の貴重なご意見を参考に今後の戦略計画に

反映させて参りたいと考えております。 

 

 

【寄付カード】             

〈ニコニコ箱委員会〉 

・荒尾RC清田裕幸様 先般の9月8日荒尾RC創立  

 40周年に於いては、全員登録をいただき、ま 

 た、多数のご参加をいただきありがとうござ 

 いました。今後共よろしくお願い申し上げま 

 す。                

・石蔵会員 「日刊人吉新聞」創刊60周年を記 

 念して。また、入会満6年を迎えました・こ 

 れからも宜しくお願いします。    

・井手会員 荒尾RC清田様、御来訪ありがとう 

 ございます。先日の荒尾RC創立40周年おめで 

 とうございました。                

・丸尾会員 お祝いありがとうございました。 

                                    

・堤正博会員 9月の誕生祝いに我社製品をお   

 使いいただきありがとうございました。とて 

 も目立ちました。                   

・増田会員 本日、早退します。       

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・本田会員 ロータリーの友8月号の会員増強 

 のコーナーに“みんな同じロータリアン”と 

 題して、宇土ロータリークラブの作守順子会 

 員投稿に私も写真に載っていましたので、R 

 財団に寄附します。                 

・中川会員 荒尾RC清田実行委員長ようこそお 

 いで下さいました。すばらしい40周年でした 

 ね。おめでとうございました。誕生のお祝い 

 ありがとうございました。                       

 


