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 テレビの天気図では、大

陸から強い寒気団が押し寄

せ、いよいよ冬将軍の到来

となったようです。夜寒が

身に沁みるようになりまし

た。夜の徘徊の機会が多い

方は防寒の用意をして風邪

などひかぬようご留意ください。 

 11月も中旬となるとソロソロ年賀状の準備

の時期となってきました。今年は印刷で済ま

そうか。いやいや矢張りパソコンでオリジナ 

ルの年賀状を作った方が良いのではないかと

悩んでいます。私は二十年近く会社勤めの転

勤族だった為、その時その時にお世話になっ

た方や友人と一年に一度、年賀状でお互いの

近況の確認をする友人が多数います。 

 そう云う中、近頃、会社から帰って郵便物

を見ますと、「喪中につき・・・」と云うハ

ガキが何枚かあります。今までは親御さんや

家族等の不幸の知らせが多かったので、自分

達の年齢ではお互いしょうがないなと思って

いました。しかし、今年のハガキの中に、友
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人の奥さんから主人が亡くなった事による喪中

のハガキが何枚かありました。お互いに若くて

元気だった頃、会社からノルマのハッパを掛け

られ、営業成績を競い合い仕事をしていた当時

を思い浮かべると、本当にショックであり悲し

い年末です。これからは、この種のハガキが増

えてくると思うと、我ながら寂しくなります。 

 さて、11月はロータリー財団月間です。 

 本年は、来年から導入されるロータリー財団

の歴史に於いて最大の改革である「未来の夢計

画」が適用されるにあたり、セミナーが何度か

開催されています。10月27日も第２回目のセミ

ナーが大分市で開催され、人吉から渡辺エレク

トが出席されました。新補助金申請に向けてク

ラブの準備の進め方などのセミナーが実施され

たようです。この件につきましては後日、渡辺

エレクトから報告があると思います。 

 皆さんはロータリー財団がロータリー・カー

ドを発行している事をご存知でしょうか。ロー

タリーの友などで見かけられた事があると思い

ます。今日は財団の活動の一部であるカードに

ついてミニ情報として、お話しさせていただき

ます。 

 現在、田中作次ＲＩ会長が先頭に立って、こ

のカードをＰＲされています。このロータリー

カードが日本で初めて発行されたのは2002～03

年度からでした。ゴールド・カードとスタン

ダード・カードの２種類があります。ゴールド

については、年会費10,500円から１人3,000円

が日本事務局に振り込まれています。さらに

2007年からカード購入額の0.3％がロイヤル

ティとして日本事務局に振り込まれるようにな

りました。カードで買い物をすると、ポイント

がつきます。そのポイントを貯めて、1,000ポ

イント（5,000円）になると、そのポイントを

ロータリー財団に寄付できます。認証ポイント

と違い現金ですので、買い物をした個人の年次

寄付として実績に加算されます。2010年～2011

１１月ロータリー財団月間 
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年の１年間で、6,892,054円のロイヤルティが

ロータリー財団に寄付としての実績になりまし

た。このカードで得たロイヤルティで、東日本

大震災の復興に使われました。また、利用額の

0.3％が奉仕に使われ、このカードで支払いをす

るだけで、ロータリーでの奉仕が出来ます。ス

タンダード・カードなら年会費もなく何の負担

も有りませんので、ロータリー・カードのご利

用をお勧めします。 

 次に、会員増強の件ですが、増強委員会の皆

さんにはご苦労して頂いていますが、なかなか

思うように行かないようで、私も、毎月心苦し

い思いで、ガバナー月信の会員増強「チャレン

ジ2720プロジェクト」を見ています。 

 皆さんの会員候補者の情報を是非お願い致し

ます。また、女性会員の勧誘も是非お願いした

いと思います。 

これで本日の会長の時間を終わります。 

 
 
 

 
 
   浅野 強 幹事 
 

【第８回臨時理事会の承認事項】  

１号議案．石原会員退会に伴う交替会員として 

     上田一精氏の入会を受理しましたの 

     で、会員による選挙ハガキ送付を行 

     います。  

２号議案．年会会費について、会員4,000円の 

     承認をいただきました。 

【連絡事項】 

１．人吉オープンゴルフ大会協賛のお礼[掲示板 

  へ]      

２．次週２３日は例会取止め   

【回覧】 

八代ＲＣ、熊本水前寺ＲＣ、玉名中央ＲＣ週報 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板] 

 八代南ＲＣ 指宿ＲＣ  

 

    

    村山能史委員 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

 11月11日(日)のゴルフ愛好会は悪天候のた

め延期となりましたので、先日皆様にＦＡＸ

しております様に11月23日(金)に実施するこ

とになりましたが、都合により場所と時間を

変更させて頂きます。場所は球磨カントリー

倶楽部、時間は９時20分スタートです。 

ご参加を宜しくお願い致します。 

 

【ローターアクト委員会】 安達玄一委員長 

 人吉ローターアクトクラブの11月第２例会

は21日(水)、19時30分よりひまわり亭にて米

山奨学生のチェン君との交流会例会を行いま

す。今回は食事の用意がありますので出席の

確認を取らせて頂きます。 

 

【指名委員会報告】   伊久美寛志委員長 
 
 先週11月９日、山賀勝彦会長

より、次々年度会長立候補の締

切を宣告されました。その折、赤

池会員より提出されております

推薦状の審議の方を指名委員会

に委ねることに致しました。 

 当日、指名委員会に基づき、会長他数名で鳥

井正徳会員のご自宅へ伺い、次々年度会長に推

薦されたことをお話し致しました結果、推薦状

の意を酌みとり受諾したという報告がござい

ました。それによりまして、11月13日、指名委

員会を開催致しました。 

 その結果、指名委員会において正式に鳥井正

徳会員を2014～2015年の会長候補に指名致し

ましたことを報告致します。 

 

 

【プログラム委員会】  
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プロフィール   

■学歴･職歴及び職務経歴 

昭和38年 多良木町駅前通り小笠原燃料店に 

     長男として生まれる 

     地元多良木小・中学校卒業 

昭和54年4月 県立八代東高等学校入学 

昭和57年3月 〃 卒業 

昭和57年4月 法政大学法学部卒業 

本日の出席率 

会  員  数   66名   82.54% 

出 席 免 除 3名 1 1 /2例会出席率  80.95％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 1名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 82.54％ 

＊届け出欠席  

 木村・片岡啓・山口・鳥井・中村・青木・川越・馬場 

 有村・山田・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

2720地区研修セミナー；中川 



昭和61年3月 〃 卒業 

昭和61年4月 大和銀行入行（現在りそな銀行） 

平成 5年3月 同行退職 

平成 5年4月 故郷多良木町に帰る 

平成5 年5月 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ「シナプス」設立 

      ※この頃、健康産業・環境産業・  

       福祉産業に着目しビジネスチャ 

       ンスの到来を感じる 

平成7年5月 株式会社 ﾊﾞｲｵｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ設立 

      （健康食品、化粧品、通信販売） 

平成8年5月 株式会社 リセル設立 

            （健康食品、化粧品研究、開発） 

平成9年5月 株式会社ＡｔｏＺｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ設立 

               (広告代理業） 

■趣味.特技 剣道 

     現在、人吉第二中剣道部専任コーチ 

■座右の銘 他喜自愉の気持ちで人好愛 

■地元活動 商工会議所１号議員 

      人吉高校秀麗会副会長 

      三八卯龍の会 

 

 

  皆様こんにちは。小笠原と

申します。本日は人吉ロータ

リークラブの定例会へお呼び

頂き、誠にありがとうござい

ます。 

 私は健康食品や化粧品、地

元の食材等を全国に販売する

会員制の通信販売㈱バイオコーポレーションと

いう会社をしております。 

 先日、二代目の尾方社長様より講話の依頼を

受けまして、｢何を話してもよい｣とのことでし

たのでお引き受け致した次第です。 

 多くの人生の先輩方を前にお話しする内容な

ど持ち合せておりませんが、私がこれまで経験

してきたことを振り返り思い出し、自己形成の

起点を確認しながらお話しをさせて頂きますの

でどうぞ宜しくお願い致します。 

 私は７ヶ月の超未熟児で生まれました。多良

木公立病院の保育器は当時２つしかなく、その

うちの１つが運よく空いていたことにより命が

助かったのだと聞いております。ちなみにもう

一方の保育器には、私の無二の親友、末羽淳二

君が入っておりました。彼とは生まれた時から

寄り添い合った仲です。 

 

 本日は、三つの話についてお話ししたいと思

います。 

  一つ目は、「運がよい」という話です。 

 今お話ししましたが、生まれた時に２つしか

ない保育器が１つ運よく空いていたから私が生

きているということ。 

 小学校２年生から始めた剣道が性に合ったの

かメキメキ強くなり、小６の時には東京での全

日本剣道大会練成大会（於;日本武道館）へ出

場するまでに上達したこと。そこで見た日本代

表ハワイ選手団に衝撃を受け、母をハワイに連

れていきたいという気持ちと、ハワイの大会で

優勝したいという高い目標が出来た。それから

３年間努力を重ね、中学３年生の時に九州大会

で優勝。日本代表として念願のハワイ大会の出

場が叶う。中学生の時に書いた「生い立ちとこ

れから」という文集に、自分の進む“目標”と

して、「剣道の強い高校、大学へ進学。卒業し

たら都市銀行へ就職し30歳を前に独立。会社設

立。成功する。」といったことを書いていた。  

 29歳10ヵ月で銀行を退社、５月15日の30歳の

誕生日に今の会社の前身を作りました。振り返

ると、自分がこうなりたい、そうしたいと思っ

た方向に近いところに運というのは流れていく

ものだと感じます。 

 

 ２つ目は「人との出会いに種をまく」ことで

す。 

 自作であります私の座右の銘は「他喜自愉」 

人の喜びで自分が心地よくなる「人好愛」（ひ

とづきあい）の気持ちでいこうと決めていま

す。 

 常にプラスの気持ちを持ち、相手にもやる

気・元気のプラスを与えたいと思っています。  

 買いたいものがあるとすると、何軒も見て廻

り、一番感じの良かった店で買うことにしてい

ます。そこで店員には、応対が素晴らしかった

からこの店に決めたことを伝えます。自分も気

持よくて相手も大変喜びます。 

 ちょっとした出逢いでも、相手に自分の存在

を少し植え付けることにより素敵な花が咲くも

のです。 

 東京のバーで出逢った球磨郡出身の方、震災

の時に避難場所に選んだ店の店員も、親切や希

望といった様々な形で温かい再会があったりす

るのです。すべて種をまいた行動により、プラ

スがプラスで戻ってきたお話しです。 

 

 最後３つ目は、「人にも賞味期限がある」こ

とです。 

 例えて言えば、かつてお笑い界で見ていた北

野武・明石家さんま・クリームシチューは常に

変化しています。同じ場所にはいません。情報

のアンテナを持ち、時代と環境に合った新しい

物に目をつけているからです。  

 これからの時代は弱肉強食ではなく、日々変

わりゆく環境にうまく適合していく人たちが生

き残るのだと感じます。 

 ・自分の賞味期限を変えていく 



 ・ポイントを掴む 

 ・若い人との交流 

 父は私に、「ひとつのことをやり抜くことは

とても大切。しかしね、人生はそれではもった

いない。多くのことに興味を持ち、多くの人と

出会い、多くの汗や涙を流し、多くのお金を使

える人になれよ。多くの人に温もりを与える人

になれ。」と話してくれました。 

 

 これまでお話しした３つのことは、常にバラ

ンスで成り立っています。 

 ○自分の力（環境に合った） 

 ○他人の力（出逢い） 

 ○見えない力（運） 

 人生いつ死ぬかわかりません。生きて喜ばれ

死んで惜しまれる人間を目指していきたいと思

います。 

 本日は貴重なお時間を頂きありがとうござい

ました。人吉ロータリークラブの益々のご発展

を祈念し、私の講話を終わらせて頂きます。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】  齊藤日早子副委員長 

・赤池会員 小笠原賢治社長には、度々お仕事 

 をいただき有難く思っています。本日は実の 

 ある卓話、感動しています。      

・伊久美会員 小笠原さん、卓話ありがとうご 

 ざいました。             

・和田会員 小笠原さん、お話しありがとうご 

 ざいました。私より一回り若い世代です。私 

 も頑張りたいと思います。       

・葉山会員 運があり、努力があり、それにま 

 た運がついてくる話をありがとうございまし 

 た。                 

・塚本会員 ○今日は素晴らしい卓話をありが 

 とう。私も環境に適合していける人間になる 

 よう頑張ります。○先日次女が犬童球渓賞を 

 たまたま取ることができました。    

・有馬会員 小笠原さん素晴らしい卓話ありが 

 とうございました。たくさん学ばせていただ 

 きました。これからもどうぞ宜しくお願いし 

 ます。                

・浅野幹事 今から山鹿まで走ります。早退で 

 す。小笠原様、卓話途中での退席申し訳あり 

 ません。週報で読ませてもらいます。  

・中川会員 小笠原さんの卓話ありがとうござ 

 いました。ぜひすばらしいロータリアンにな 

 られると思います。頑張りましょう。  

・岩井会員 小笠原君ようこそいらっしゃいま 

 した。歓迎します。会場に入って来た時、 

 “相変わらずシュッとしとんな”と何人かの 

 先輩から言われましたが、それは私や塚本と 

 比べての話でしょうか？        

・永尾会員 小笠原社長、卓話ありがとうござ 

 いました。大変感動致しました。益々のご活 

 躍を祈ります。            

・延岡会員 小笠原社長、本日はお忙しい中お 

 いで頂き、大変面白い話をありがとうござい 

 ました。人吉ＲＣに運と出会いをお願いしま 

 す。人吉ＲＣに賞味期限はありません。よろ 

 しく。                

・大久保会員 小笠原様、卓話ありがとうござ 

 いました。益々のご繁栄を祈念致します。お 

 会いする度に人吉ロータリー入会をお願いし 

 ておりますが、期待しております。 

                    

・尾方会員 ①11月15日の皇居での秋の叙勲瑞 

 宝双光章 片岡啓一さんおめでとうございま 

 す。②11月に国税局より納税表彰を頂きまし 

 た。③小笠原さん卓話ありがとうございまし 

 た。                 

・浦田会員 片岡会員の瑞宝双光章、誠におめ 

 でとうございます。          

・戸高会員 小笠原社長、とても楽しくすばら 

 しいお話ありがとうございました。   

・井手会員 小笠原社長、運の良くなる卓話あ 

 りがとうございました。        

・原田会員 小笠原さん、素晴らしい話有難う 

 ございました。有意義な時間が過ごせまし 

 た。又どこかで飲みましょう。     

・武末会員 祝 片岡さん              

・宮山会員 早退致します。            

・堤脩会員 早退致します。            

 

【Ｒ財団委員会】     和田栄司委員長 

・浦田会員 人吉ＲＣに入会して34年が過ぎま 

 した。お蔭様で健康に恵まれ、入会以来出席 

 100％を続けることが出来ました。今しばら 

 くがんばりたいと思っています。    

・山賀会長 小笠原様、本日はようこそ人吉Ｒ 

 Ｃへお越し下さいました。楽しい話、ありが 

 とうございました。益々のご活躍をお祈りし 

 ます。              

 

 

   

       点 鐘  山賀勝彦会長 

 


