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 こじつけのお話をさせていただきます。 

先週の宇城ＲＣの１０周年記念式典並びに祝賀

会に出席いたしました。その中で宇城ＲＣの友

好クラブである大阪金剛ＲＣの会長さんが紹介

されましたが、その会長さんの名前が竃という

方でした。なんと読むのだったかなあと思って

い る 間 に、ス ク リ ー ン に

KAMADOと出ました。成程「か

まど」だったかと思っていた

ところ、隣に座っておられた

パスト会長が、「うーん、ふ

たがあって土（どろ）があっ

て縄がある、成程だなあ」と

呟かれ、「じゃー八は何か

な？」と言われましたので、私は出まかせに

「穴」だろうと答え、２人で苦笑いしたところ

でした。 

 この竃についてこじつけ話を少し申し上げた

いと思います。 

「かまど」は、ご存知のように私達人間が生き

ていく上で欠かせない食物を煮炊きする設備で

した。粘土（ドロ）、石や煉瓦、セメント等で

作られましたし、ドロ（粘土）には強度を上げ

るため、わら（縄）を入れました。長い間家庭

の最も大事な場所であり象徴でもありました。

球磨地方では「くど」とも言っていたようです

し、村の戸数をかまど（くど）の数で表してい

たとも言われています。また、家族が分かれて

別所帯を持つ場合「かまど分けする」というこ

とばもあったようです。  

 現在の日本では、都市ガスやガスボンベ、電

気調理器等が普及し、竃は殆ど姿を消してしま

い、竃で煮炊きする苦労、大切さを知っている

若者も殆ど居なくなったと思います。 

 翻ってみますと、宇城ＲＣは１０周年です

が、我人吉ＲＣは、やがて６０周年を迎えま

す。一口に６０周年と申しますが、１０周年～

２０周年の頃は、強いて言わせてもらいますと

「竃で煮炊きする時代」のような苦労、努力が

あったのではないでしょうか。このことは、会

員の皆様が経営される会社・団体にも等しく言

えることではないかと思います。大先輩方は、

時代が変わったからとあまり話されないようで

すが、６０周年を迎える今こそ、この竃の原点
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に立ち返って見る必要があるのではないかと思

います。このことは次期ガバナーが唱えられて

いる「ロータリーの原点に返る」に通じるとも

思います。 

 歴史と伝統があればある程、かなりの部分が

過渡期を迎えているものがあるかと思う反面、

もっと大事に生かして行かねばならないものも

多いかと思います。「去年、一昨年はこうだっ

た、じゃ発足頭初はどうだったのか、時代に

合っているか？」などなど、お互いのコミュニ

ケーションを活発にしながら楽しいロータリー

活動になるよう期待しているところです。 

 こじつけ話を終わります。有りがとうござい

ました。 

  
 
 
   副幹事 有馬宏昭 

【理事会承認事項】           

①坂井初男会員より人事異動の為、退会届が提 

 出されました。（5/31付）（次期所長も交代 

 会員として６月入会予定） 

 →持ち回り審議により承認   

【連絡事項】     

①天草中央RCより 創立30周年記念式典参加へ 

 の御礼が届いております。   

②熊本東RC50周年式典 7/13(日)の参加締切と 

 なっております。現在４名の出席です。 

 本日まで受付します。    

③人吉市みどり推進協議会より総会の案内が届 

 いております。 

 日時：6/5(木)10:00～市役所別館202会議室 

 →会長へお渡しします。  

④2014年第11回スペッシャルオリンピックス日 

 本・熊本地区大会 開会式、交流会への案内 

 が届いております。    

 日時：6/14(土)13:30～16:00 

 開会式場所：熊本市総合体育館中アリーナ 

 交流会場所：青年会館ホール 

 →会長へお渡しします。 
   
【回覧物】     

①玉名中央RCより週報が届いております。  
 
【例会変更・取止め】     

熊本江南RC6/25→例会取止めｸﾗﾌﾞ定款に基づく

熊本北RC6/26→「慶祝家族会」の為18:30～                                  

       場所を料亭「新茶屋」に変更  

 

 

 

 

 

 

 

【退会あいさつ】    坂井初男会員 

    (ＮＴＴ西日本熊本支店人吉営業所長) 

 ５月26日付けの人事異動で熊

本支店へ異動になり、本日で退

会することとなりました。 

 昨年８月30日に入会しまして、

ロータリー活動へ少しではあり

ますが参加させて頂くことがで

きました。９か月の短い期間でありましたが大

変お世話になりました。 

 人吉ロータリークラブのご発展と皆々様方の

ご健勝をお祈り申し上げます。 

 また、後任も引き続き宜しくお願い申し上げ

ます。ありがとうございました。 

  

 
    
   委員 中村太郎 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

   昨年度米山記念奨学委員会より  

     チェン君の近況報告 

               片岡啓一会員 

 昨年１年間、人吉クラブでお世話をしたベト

ナム出身のチェン君は、今年３月崇城大学を卒

業し、運転免許を取り、広島の会社に就職して

張り切っていました。仕事もベトナムからの研

修生の受け入れ事業の仕事をしていたようで

す。先日、突然チェン君からメールが届きまし

た。 「片岡さん、お元気ですか。私は元気で

す。突然ですが私は６月にベトナムに帰ること

になりました。１年間人吉クラブの皆さんにお

世話になり、たいへん感謝しております。皆さ

んにもよろしくお伝えください。」というメー

ルでした。 

 ベトナムに帰らなければならなくなった理由

が書いてありませんでしたので、折り返しメー

ルで聞きましたが、返信がありませんでした。

今、ベトナムは中国との件でトラブルになって

いることもあり、その他の何かいえない事情が

＊届け出欠席 平田・井手・渡辺・中川・丸尾・戸髙・小林清 

       岩本・堀川・堤正・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山 

＊メークアップ  

 地区大会；馴田・延岡・大賀・尾方・岡・尾上・大久保 

      齋藤・坂井・下田・高山・武末・田中・立山 

      戸髙・友永 

本日の出席率 

会   員   数   65名   81.96% 

出 席 免 除  4名 5 / 1 6 出席率 73.77％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 16名 

出 席 者 数  50名 修 正 出 席 率 100％ 



あるのかもしれないと思うと、これ以上突っ込

んで聞くことができませんでした。６月１日に

飛行場から「今から帰ります。お元気で！」と

の電話があり、またメールをくれるよう話しま

した。チェン君には帰国後も元気でがんばって

くれることを祈るばかりです。次のメールを

待ってみます。 

 

 

【地域発展委員会】    委員長 北昌二郎     
 地域発展功労者表彰は地域発展委員会の推薦
基準をもとに、今年度は『人吉幼児交通安全ムー

ミンクラブ』を選考致しました。 
 ムーミンクラブは1979年（昭和54年）人吉青
年会議所主幹のもと、「人吉幼児交通安全クラ
ブ」として発足し、同年６月から「人吉幼児交
通安全ムーミンクラブ」として活動がはじまり
ました。当時の青年会議所は第21代有村隆徳理
事長でした。有村理事長から７年間を青年会議
所が主幹しましたが、その後人吉幼稚園連合会
に移管し、現在に至っております。当時を振り
返りますと、交通事故死者数は年間１万人を超
える社会問題となっており、交通事故死者数の
撲滅は喫緊の課題として取り組むものであった
ようです。 
 爾来幼稚園連合会では、毎年幼稚園を持ち回
りで担当し、会長を中心として幼稚園児の交通
安全に対する意識づけ活動を行っておられま
す。毎年行われる交通安全合同会議へも参加さ
れ、社会的に認められている団体です。 
 本日は地域発展功労者の表彰式の後、人吉警
察署長の原様に卓話をお願いしております。 
どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域発展委員会 卓話】  
         講師紹介  石蔵尚之会員 
人吉警察署長 原秀二氏 プロフィール 
昭和３４年４月１０日生まれ。５４歳。菊池市
出身。明治大学を卒業後、昭和５９年に熊本県
警入り。県警本部警備部機動隊、警備２課長な
ど主に警備部門で勤務。本年３月１４日、人吉
警察署長として着任。警備課長として熊本国体
で皇室警備にあたった前回に続き人吉警察署は
１４年ぶり２度目の勤務。また、これまでに警
察庁、警視庁で皇室や総理大臣の警護、国際テ
ロ対策に務め、外務省に出向してネパールや
ニュージーランドの日本大使館の勤務経験があ
る。これまでに２０か国以上を訪問した。愛妻
と子どもを残して単身赴任。趣味はガーデニン
グ、トレッキング。エベレストの中腹まで登山
経験あり。 
 
       
 

１．はじめに 

 皆様、こんにちは。本日はロータリークラブ

の外部卓話という機会をいただき有り難うござ

います。 

 まず、自己紹介をさせていただきます。本年

春の異動で警察本部の警備第二課長から人吉警

察署長に赴任しました原秀二です。明治大学を

卒業後、本県警察官を昭和５９年に拝命し、こ

れまで主に警察本部の警備部門で勤務した他、

警察庁や警視庁、外務省などに出向し、在ネ

パール日本国大使館と在ニュージーランド日本

国大使館の２ヵ国で通算４年間勤務しました。

本日はそれらの経験をもとに、警察以外のこと

も含めて、体験したこと、感じたことなどを話

したいと思います。 

 

２．警察の紹介 

○警察は約４万4,000人体制の警視庁を筆頭 

 に、全国には約２９万人の警察職員がおりま 

 す。熊本県の警察職員は約3,500人で４７都 

 道府県中、ほぼ真ん中の２４番目の規模と 

 なっています。  

○警察庁、警視庁をよく混同される方がおられ 

 ますが、警視庁は東京都の警察職員で熊本県 

 と同じ地方公務員となります。これに対して 

 警察庁は国家公務員です。ただ、警察庁には 

 各都道府県警察から多くの警察職員が２年～ 

 ３年の任期で出向しています。出向期間は国 

 家公務員として仕事をし、出向期間が終わる 

 とまた出身都道府県警察に戻ります。警察庁 

 には約7,700人の警察職員がいます。 

○熊本県の警察職員として採用された場合でも 

 人事交流などで他官庁に出向する場合があり 

 ます。出向先は熊本県や熊本市、八代市等の 

     2013-2014年度 

      地域発展功労者表彰式  

 人吉幼児交通安全ムーミンクラブを代表して、

立山様、西村様、日隠様、そして人吉中央幼稚園

より田中先生にお出で頂きました。  



 を執っておられます。この方は毎日２０近い 

 アイディアを考え出してノートに記録し、仕 

 事に生かすという方でした。私も補習校の運 

 営や子供の教育などでいろいろ相談に乗って 

 もらいましたが、その当時はこのアイディア 

 発想法（現在はアイディアマラソンと呼ばれ 

 ています）のすばらしさをしっかり認識して 

 いませんでした。しかし、現在、日本各地で 

 地域興しや商店街の活性化など様々な分野 

 で、色々なアイディアが地域を救った事例が 

 報告されており、今更ながら、その先進的な 

 考え方に感心いたします。石川県のある市役 

 所職員が地元米をローマ法王に献上すること 

 でブランド化に成功し限界集落を救ったとい 

 うスーパー公務員の事例。山崎パンの従業員 

 が豪雪により中央自動車道で立ち往生した 

 際、同様に立ち往生しているドライバーの 

 方々にパンを無料配布したことがインター 

 ネットでアップされ株価が上昇とか、海上保 

 安庁は、伊藤英明、加藤あい主演の映画「海 

 猿」により海上保安庁受験者が倍増とか、ま 

 た、これは警察も見習うべきところが大いに 

 あるのですが、東日本大震災で活躍し、国民 

 の支持を得た自衛隊が、積極的な広報戦略を 

 展開し、例えば今は国防男児という本を出版 

 し、イケメン自衛官特集により、婚活女性に 

 人気とか、同様に自衛隊の月刊誌マモル（防 

 衛省の施策や自衛隊の活動を紹介）でも、自 

 衛官の婚活ページに人気が殺到と報じられて 

 います。更に、北海道の「ニセコスキー場」 

 では、日本人女性と結婚したオーストラリア 

 人男性がニセコスキー場を英語でネット紹 

 介したことろ、オーストラリア人スキー客が 

 殺到し、その後、リゾート地となったなど多 

 くの事例が紹介されています。きっと樋口さ 

 んのノートにもこうしたアイディアや発想が 

 たくさん記入されていたのではないかと思う 

 と、あのときノートを見せてもらえばよかっ 

 たと後悔しますし、逆に今はどのようなアイ 

 ディアが書き込まれているだろうかという好 

 奇心に駆られてしまいます。 

 

５．ニュージーランド（ＮＺ）の紹介 

○ＮＺは日本の国土の約３分の２の大きさで人 

 口約４４０万人、人間の数より羊の数が約１ 

 ０倍多いと言われている国です。マウント 

 クック、ミルフォードサウンド 、ロトルワ 

 などの観光地もありますが、最近は治安の良 

 さと比較的安価な物価から語学留学先として 

 も人気を集めています。ＮＺ在勤中の担当し 

 た事案は、日本人の交通死亡事故、日本人高 

 校生のスキー場での事故死、秋篠宮同妃両殿 

 下ご訪問に伴う警衛業務、語学留学中の日本 

 自治体、また、警視庁、大阪、千葉、岩手な 

 どの都道府県警察、あるいは財務省や外務省 

 などがあります。 

 

３．大使館の紹介 

○現在、世界１３５カ国に日本の大使館が置か 

 れていますが、この１３５カ国のうち５９カ 

 国の大使館は、大使館の置かれていない隣国 

 も兼轄しているため、実際には１９４カ国に 

 大使館が存在することになります。 

○職員数は在外公館と外務本省あわせて約 

 5,700人で、在外公館にはこの他、現地で採 

 用されたローカルスタッフもおります。 

○大使館は基本的には各国の首都に置かれ、そ 

 の国に対し日本を代表して業務を行います。 

 具体的には相手国政府との外交交渉、政治・ 

 経済その他の情報の収集や分析、日本を正し 

 く理解してもらうための広報文化活動、日本 

 人の生命財産の保護、日本人子女の教育支 

 援、ビザの発給などの業務を行います。 

 

４．ネパールの紹介 

○ネパールは世界最貧国のひとつですが、国民 

 は非常に純朴で親日的な国です。世界最高峰 

 8,850mのエベレストから、お釈迦様の生誕の 

 地ルンビニが位置する標高60mの低地までが 

 混在する自然と神秘に溢れたところです。人 

 口は2,649万人、国土面積は北海道の1.8倍、 

 首都カトマンズは標高約1,400mの高地にあ 

 り、ヒンドゥー教（約８０％）と仏教（約 

 １０％）がうまく融合した国です。 

○ネパール在勤中に担当した主な事案は、日本 

 人を被害者とする殺人事件、クワガタ密輸を 

 企図した日本人の拘束事件、日本向け大麻樹 

 脂密輸事件、アメリカンスクール教師殺害事 

 件、日本人の高山病死事案などですが、ネ 

 パール皇太子による国王一家殺害事件という 

 信じられない事件も発生し、国家非常事態宣 

 言まで発令されました。また、劣悪な生活環 

 境の中で、家族全員が原因不明の嘔吐下痢に 

 も見舞われました。そんな厳しい時期もあり 

 ましたが、私達家族は全員で約１週間をかけ 

 てエベレストトレッキングに挑戦し、約 

 4,000mまで登り、エベレストを展望しまし 

 た。全面に広がるエベレストの山々と煌々と 

 輝く夜の星空は、現実の世界とは思えない感 

 動を覚えました。現在、日本人のシニア層を 

 中心に年間約２万人の観光客が訪れていま 

 す。 

○私はネパールで日本人補習校も担当しました 

  が、その時の校長先生が三井物産カトマンズ 

 事務所長の樋口健夫さんという方でした。現 

 在は筑波大、三重大、大阪工業大などで教鞭 



田ワインがあり、私はたまたまそのオーナーで

ある楠田さんのブドウ収穫のお手伝いをしたこ

とが縁で知り合い、そしてその楠田さんの奥様

が人吉出身であったこと、また、品切れで非常

に入手が困難なその楠田ワインが九州で唯一、

人吉のお店で販売されていること。私はこうし

た経験を通じて、「人とのつながりの大切さ」

「教育の大切さ」「アイディアや情報発信の大

切さ」を学びました。 

  

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 

・友永会員 わが豊永耳鼻咽喉科ソフトボール 

 チームが、人吉市民早起きソフト一般の部で 

 優勝致しました。人吉新聞にも大々的に掲載 

 して頂きました。ありがとうございました。 

 また、手術のため早退致します。  10,000 

・坂井会員 １年という短い期間ではありまし 

 たが、大変お世話になりました。人吉ロータ 

 リークラブのご発展と皆々様方のご健勝をお 

 祈り申し上げます。         5,000 

・延岡会員 ムーミンクラブの皆様、本日はお 

 めでとうございました。私の家内も20数年 

 前、会長をさせていただきました。原署長、 

 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。夕方からの少年警察ボラン 

 ティアの総会もよろしくお願いします。 

                   1,000 

・中村会員 先日、第１回ひとよし・球磨マル 

 シェを開催しましたところロータリー会員様 

 及びご家族の方々にも多数来店して頂きまし 

 た。御礼及び感謝を込めてニコニコします。 

                   2,000 

・釜田会員 原署長様、浦本様、人吉ＲＣにお 

 い出で戴き、卓話有り難う御座いました。 

                   2,000 

・有村会員 30年も昔の事で忘れてしまいまし 

 たが、思いがけなく紹介されまして大変あり 

 がとうございました。        2,000 

・武末会員 原人吉署長さん卓話ありがとうご 

 ざいました。ムーミンクラブ表彰おめでとう 

 ございます。            2,000 

・尾方会員 原署長、卓話ありがとうございま 

 した。浦本係長ごくろうさまです。  2,000 

・小林祐介会員 原警察署長、卓話ありがとう 

 ございます。これからのご活躍を祈念致しま 

 す。                1,000 

・塚本会員 ムーミンクラブの皆様、日頃から 

 ご苦労様です。原署長様、卓話ありがとうご 

 ざいました。            1,000 

・青木会員 原署長、卓話ありがとうございま 

 した。                             1,000 

  〃 申し訳有りませんが所用の為、早退さ 

 人に対するクレジット詐欺事件などがありま 

 す。 

○私は滞在中、子供を現地校に通わせていたの 

 ですが、長男が通っていた小学校で感動する 

 出来事がありました。一般的にはＮＺで身体 

 にハンディーキャップを持つ子も普通学校に 

 入れて教育するそうですが、長男の通ってい 

 た学校にも全盲の女子児童が１人いました。 

 その学校では、その子の身の回りを担当する 

 クラスメイトが毎日交替で１人指名されま 

 す。指名された生徒はその子の面倒を1日見 

 なければいけないのですが、この経験を通じ 

 て全盲の子がどんなことに困って、何をして 

 欲しいかを学ぶそうです。また、逆に全盲の 

 子がわがままを言えば、子供はある意味残酷 

 なので、まわりの子供は助けてくれなくなり 

 ます。はじめはその子は先生に「友達が助け 

 てくれない」「意地悪する」などと言いつけ 

 て泣きじゃくるのだそうですが、やがて助け 

 てもらうためには友達にどう接すればいいか 

 を学んでいくのだそうです。ある時、その小 

 学校でダンスの発表会があり、その子も壇上 

 にあがりました。回りの子がダンスをする 

 中、一人棒立ち状態になっていましたが、や 

 がて横にいた生徒が音楽に合わせてその子の 

 手をとり回転させてあげたのです。ダンスで 

 はみんな動き回って踊るので、たまたま横に 

 なった生徒が自然に手助けをするのです。 

 毎日の授業で、そして当番で生徒達は学んだ 

 のです。これには胸が熱くありました。 

 また、ＮＺの小学校は決まった教科書を使い 

 ません。先生達が独自の本や資料で勉強させ 

 ます。宿題は月曜に出して木曜日に提出させ 

 ます。週末は家族や友達とのレクリエー  

 ションの時間だと考えているからです。 

 また、宿題は英単語等のスペル等の基本的な 

 ものもありますが、総じて、例えばＮＺで好 

 きなスポーツ競技を一つ調べてきなさいと 

 か、ＮＺの首相について調べて来なさいと 

 か、アジアの国のどこか１つの国について調 

 べて来なさいなどの宿題が多く出されます。 

 調べることによって自国のこと、外国のこと 

 を学び、同時に図書館の活用方法やインター 

 ネット、パソコンの使い方なども学んでいく 

 のです。 

 

６．おわりに 

 私は今、人吉に大変素晴らしい縁を感じてい

ます。それは私がたまたま赴任したネパール

に、現人吉市長や元球磨村教育長をはじめ多く

の人吉の方々が、学校を贈る活動に取り組んで

おられること。また、ＮＺには日本のテレビ局

や国内外の専門誌等にも度々取り上げられる楠



  せて頂きます。            1,000 

・石蔵会員 原署長様、本日はお忙しい中、卓 

 話をいただきましてありがとうございまし 

 た。                2,000 

・堤脩会員 早退します。        1,000 

 

【Ｒ財団委員会】 

・坂井会員 同上                    3,000 

・延岡会員 同上                    1,000 

 

【米山記念奨学委員会】 

・坂井会員 同上                    2,000 

   

 

     点 鐘  鳥井正徳副会長 
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