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有馬宏昭会長 

 

     やまえおはなしグループ「おひさま」 

            吉川 和子 様 

             横山 理恵 様 

              横山 祥子 様 

              渕田 和代 様 

              尾方 路美 様 

               嶋原 美津子 様 

 

      

      会長 有馬宏昭 

 

 来訪者のご紹介をします。地

域発展功労者表彰として、本年

度表彰のやまえおはなしグルー

プ おひさまの皆様です。会を

代表し本日６名の方々においで

いただきました。 

 ご紹介します。代表の尾方 路美様 

 吉川 和子様、横山 理恵様 横山 祥子様  

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

渕田 和代様  嶋原 美津子 様です。 

後ほど活動内容を報告いただきます。よろしく

お願い申し上げます。 

 

 会長の時間に移ります。 

 ロータリクラブ会長を拝命し、行いたい事業

がありました。幼少期に本に親しむために「読

み聞かせの大切さ」を伝える保護者向けの講演

会が実施する事業です。私自身、子供たちが年

少の時、熊本県私立幼稚園の熊本県立劇場で読

み聞かせの大切さを学びました。 

 講演を聞いたその日の夕方、妻と相談し私か

妻が寝る前に読み聞かせをすると決め、それか

ら５年ほど続けました。その甲斐あってか、今

でも読書が大好きになり、現在生きる力になっ

ています。 

 現在、スマホ依存症で読書の習慣がない児童

生徒の割合が増えてきていると聞いておりま

す。そこで、読み聞かせの大切さを保護者にわ

かっていただく講演会を模索いたした次第で

す。 

 ロータリアンであり、あいだ保育園 園長の

加登住会員に相談しましたが、すでに実施して

いますとのお話でしたので、ロータリーでの事

業は見送りました。 

 子供が通う人吉第二中学校でPTA活動をした

際、学校にも図書館を生徒が本に親しみやすく

してほしいとお願いしました。谷水 悟校長先

生が、山江中学校で学ばれた先生と一緒に素敵

な図書室にしていただきました。中学校で読み

聞かせを始める際も、本日おいでの 

吉川和子様に本の持ち方、話の仕方、本の選び

方も熱心にご指導いただきました。 

 今週月曜日２２日は、人吉二中で男性による

読み聞かせの日でした。若い保護者から、お孫

さんが中学生にいる方まで、奉仕の精神あふれ



 よし産業祭」にフリーマーケットを出店しま 

 す。依頼書・アンケートを配布しております  

 のでご協力をお願いします。 

③掲示物 

・例会変更と取り止め（熊本西） 

④回覧 

・地区大会（11月16、17日）の大会決議案が届 

 きました。ご異議がなければ信任状を提出致 

 したいと存じます。 

・国際ロータリー規定審議会より決議審議会に 

 ついてのお知らせが届きました。すでに定め 

 られている組織規程文書以外についての決議 

 案について代表議員による投票が行われま 

 す。その過程はマイロータリーで閲覧可能と 

 いったご案内です。 

・八代RCより会報が届きました。 

・人吉医療センターより開院140周年記念誌 

 が届きました。 

 

 

 
 
   委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

【ゴルフ愛好会】     担当 後藤竜一 
 
    第５戦 11月のゴルフ案内 

    日 時 :１１月１１日 (日) 

         8時15分集合、8時42分スタート 

    場 所 :チェリーゴルフ人吉コース   

    多くの参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

る保護者で全クラス読み聞かせに入ることができ

ました。改めて、「中学生でも絵本大丈夫です

よ。聞き入ってくれますよ」と背中を押していた

だいた やまえおはなしグループ「おひさま」の

皆様に感謝しております。 

 

 昨日、おひさまグループの活動を取材するため

に、山江村立山田小学校を訪問しました。渕田 

尚史（ふちた たかし）校長先生からおひさまの

皆様に支援の様子を伺いました。毎週月曜日は

「ハートブックデー」宿題はなく家族で本に親し

む日なっており、併せて「ノーテレビ・ノーゲー

ムデー」に設定してあります。 

 毎週木曜には、低学年に読み聞かせいただいて

おり、「感謝しかありません」とおっしゃってお

られました。 

 ICT実践校として県内でも有名な山田小学校で

すが、それを支えますのは、児童の豊富な読書量

です。「２００冊を超える児童も多くいます」と

司書の先生から伺いました。 

 調べましたら、６年生対象の全国学力調査でも

全国平均を２割近く上回り、自分で考える力がつ

いていることがわかります。小学校のみならず、

地元の保育園にも、おひさまの皆さんで読み聞か

せをなさっており、地道な活動の成果だと思いま

す。 

 やまえおはなしグループ おひさまの皆様の、

これまでの活動につきまして、感謝と敬意を申し

上げ、今後ますますの発展を心よりお祈り申し上

げます。 

 最後になりましたが今回推薦を挙げていただい

た渕田秀雄委員長、表彰状を書いていただきまし

た鳥井正徳パスト会長に感謝申し上げ、言葉足り

ませんが会長の時間を終わります。 

 

 

 
 
  

       直前幹事  石蔵尚之 

 

①理事会承認事項 なし 

②連絡事項 

・地区大会の舞台上、浦田会員へ「永年在籍者特 

 別表彰40年」が授与されます。おめでとうござ 

 います。 

・おくんち祭への協力お礼状、および御札が届き 

 ました。 

・第51回人吉市歳末たすけあい演芸会（実行委員 

 長・岡会員）の入場券購入にご協力をお願いし  

 ます。午前の部、午後の部とも１枚1,000円で 

 す。 

・赤い羽根共同募金箱を回します。 

・人吉ローターアクトのメンバーが今年も「ひと 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 18名  1 0 / 1 2 例 会 75.81％ 

出 席 者 数 44名 補 填 数 3名   

1名 修 正 出 席 率 80.65％ 

＊届け出欠席    堤正・青木・和田・中村・井手・竹長・渡辺 

        中川・葉山・北・新堀・村山・外山・ 尾上 

        大賀・山本・板崎・堀川  

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 9/29 職業奉仕研修；石蔵 

        10/13 チャレンジカップ；丸尾・本田 

         



【地域発展委員会】 

 功労者紹介   

                               委員長  渕田秀雄        
                 
 やまえおはなしグループ「おひ

さま」の皆様、本日はご出席いた

だきありがとうございます。   

 平成15年に立ち上げられ、地域

の読書環境の整備、子どもたちの

読み聞かせに一生懸命がんばって

おられます。この後、活動の報告と読み聞かせを

していただけるということです。また、会場後方

に活動ファイル等の展示もございますのでご覧く

ださい。 

     やまえおはなしグループ「おひさま」 

        活動紹介 

代表 尾方路美 様 

 

設立 

 平成15年12月  山江村クリスマスコンサート

でデビュー。山江村の子どもたちに、もっと

もっと本を好きになってほしいという思い、絵

本のもつ不思議な世界・魅力に興味をもち、そ

の絵本の読み聞かせの楽しさを実感したいとい

う思いから、読み聞かせボランティアやまえお

はなしグループ「おひさま」を立ち上げる。 
 
現会員30名、活動回数574回 

平成23年熊本県読書優良グループ表彰 

平成28年こどもの読書活動優良実践団体文部    

    科学大臣表彰 
 
〇学校読み聞かせ 

・山田小 

 平成16年3月～1学期2回 10分から15分 

 平成27年からは毎週木曜朝自習を活用 

・万江小 

 平成19年6月～第3金曜、朝自習を活用 

・山江中学校 平成16年11月から 

 成長に応じた本を選ぶ。語り手の配役を工夫 

 お父さんによる読み聞かせやビデオシアター 

 

〇村内行事やイベント 

・子供読書日に年一回活動 

・ハートタッチ絵本事業 村内の乳幼児健診時 

 に本の配布と読み聞かせ 

・山江村図書館「やまええほんの森」（平成26 

 年7月オープン）での季節イベント、毎月1回 

 のおはなし会 

・文化祭、子育てサロン、各地区の敬老会、保 

 育園での読み聞かせ、等 

〇村外活動 

中原コミセン、人吉別院、上村の保育園、郡市

ＰＴＡ指導者研修会、多良木町槻木小、相良北

小、熊本県こどもの読書活動フェスティバル 

 

 私たちの夢は、「おはなし会」を通じて、自

分で考えて判断し、自分とは違う価値観も認め

る大人や子どもを育てるということです。その

ためには、子どもの読書レベルをあげてやりた

いと考えています。 

 最後になりますが、本を読むことは想像力を

育みます。私たちはこれからも本を読んであげ

ます。聞き手参加型の読み聞かせを模索するな

ど、新しい試みを想い描きながら多くの人の心

と一緒に、これからも絵本のとびらを開いてい

きたいです。読書好きな子どもたちを見守れる

ことに感謝しています。これからも読み聞かせ

が繋がっていくことを願っています。 

     2018-2019年度 

     地域発展功労者表彰式  



表彰状・記念品贈呈 

 

 

 

被表彰者より謝辞        吉川 和子 様 
  
 私たちはこの活動をずっとずっと頑張って続け

て行きたいと思います。子ども、お父さんお母さ

ん、おじいちゃんおばあちゃんの笑顔を見るのが

大好きです。本日は本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

【寄付カード】              

〈ニコニコ箱委員会〉   

・有馬会長 やまえおはなしグループの皆様、 

 本日はおめでとうございます。今後益々のご 

 発展を心よりお祈り申し上げます。  

・渕田会員 おひさまの皆様、本日はありがと 

 うございます。今後益々ご活躍されることを 

 願っております。          

・石蔵会員 おひさまの皆様、本日は誠におめ 

 でとうございます。益々のご活躍を祈念申し 

 上げます。             

・寶代会員 おひさまの皆様、地域発展功労者 

 表彰おめでとうございます。今後の益々のご 

 活躍を祈念しています。       

・友永会員 手術のため早退致します。 

〈米山記念奨学委員会〉 

・浦田会員 先週19日3000回例会、誠におめで 

 とうございます。中島会員の卓話 貴重なお 

 話ありがとうございます。      

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・伊久美会員 3000回例会を記念して、表彰を 

 受けました御礼を申し上げます。   

・堤脩会員 永年在籍表彰ありがとうございま 

 す。                

・武末会員 3000回例会を記念して   

・ゴルフ愛好会 ワンオンチャリティー致しま 

 す（9月3,700円、10月4,500円）     

 

 ９月21日例会   

    ロータリーの友９月号紹介 
 
             紹介者 寶代誠志会員 


