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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内藤靖雄委員 
       
            国 歌「君が代」 
            
            Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 

 
 
司会･進行   岡 啓嗣郎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介  延岡研一会長   

              

           人吉ＲＣ奨学生 ４名 

      

 

 

 

 

 

   会長 延岡研一 
 

 久しぶりの大型台風により、人吉球磨地方も

相当の被害があったようです。 

 コースも最悪で、山江では万江川沿いの県道

の法面が崩壊し集落が孤立したり、渡辺会員の

すぐ近くの家では、直径40㎝くらいの丸太が屋

根に突き刺さったりと、大きな人災はなかった

ようですが、収穫を控えた農作物も含め、相当

の被害があったようです。特に10年振りくらい

の台風直撃で、風倒木による被害が甚大で、九

州電力の配電線もあちこちで寸断され、復旧作

業が今日も続いています。今年は台風に要注意

の年になるかもしれません。 

 さて、本日は、7月24日の例会で31年前の

ロータリー交換留学生のキャシーがフェイス

ブックでアップした人吉RCの新バナーを見て

のコメントを紹介しましたが、それの続き

で、交換留学生の続きを話したいと思いま

す。 

 人吉ＲＣの交換留学生の受け入れは、1972

～73年の山崎会長年度に始まり、1998～99年

の堤脩会長年度まで７名受け入れています。

最初の山崎会長年度はウイントン・ホワイト

君、ホストファミリーは掛井家で10月に18歳

になり徴兵の対象になったが、翌２月にベト

ナム戦争が停戦となり、ベトナムに行かなく

てよくなったのでは、とクラブ会員一同安堵

したと会報に乗っていました。 

 77～78年の赤山会長年度にリサ・ウインシ

ントンさん、ホストファミリーは掛井家、豊

成家で、この年の12月30日にウィントン君が

例会出席しています。人吉ＲＣ50年史に空母

ミッドウェー乗船中とありましたので、佐世

保に寄港していたのでしょう。 

 そして７月24日の例会で紹介した83～84年

大平会長年度のキャシーで伊久美家、愛甲

家、春木家でお世話になっています。 

 その後、88～89年赤池会長年度にエミー・

ミラーさん、ホストファミリーは堤脩家、手

塚家、伊久美家、上村家でした。94～95年、

生駒会長年度にダミアン・パスカル君、ホス

トファミリーは原田家、伊久美家、高島家で

した。 

 95～96年原田会長年度にトゥラ・マールさ

ん、ホストファミリーは原田家、万江家、赤

池家でした。最後が、17年前、堤脩会長年度

のローレン・ザーナーさんです。ホストファ

ミリーは中川家、本田家、赤池家、小林家、

原田家でした。ホストファミリーを受け持っ

た時の家族だった方も含めると現会員は７名

のようです。それぞれに思い出があるのでは

通算２８５８回 第８例会 

 ２０１５年８月２８日 

   毎週金曜日 

 

 

 

     

会長の時間  P1 

 幹事報告  P2  

 人吉ＲＣ奨学生挨拶   P2 

 地区委員委嘱状伝達式  Ｐ2 

 出席率報告、誕生祝い P３ 

 会員組織増強委員会担当   Ｐ3 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山カード  Ｐ４ 
 

本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   



 2 

ないでしょうか。 

 私自身、入会前の事ですが、実は思い出があ

りまして、88年に来たエミー嬢は、私はまだ自

衛官で熊本から北海道に転勤する際、丁度春休

みということで、伊久美パスト会長が一緒に北

海道旅行にと連れて行きました。かわいい子

だったことを覚えています。94年のダミアン君

は、私も会社に入っていたので、ＲＣの家族会

や伊久美家の食事会等で会いましたが、非常に

個性的で活発な子でした。 

 さて、この交換留学生、地区では、2003年以

降活動停止になっておりましたが、７月31日の

ガバナー公式訪問時に話がありましたように、

本年度から再開を決定しました。本年度地区分

担金の中に一人当たり800円、地区全体で196万

円の青少年交換分担金が計上され、４名の４週

間程度の短期留学が計画されています。 

 地区では青少年交換セミナーも開催されるよ

うです。交換留学生の受け入れ実績のある我が

クラブも受け入れ復活を考えてもいいのでしょ

うか。 

 そのためにも、時機を見て交換留学生の卓話

を計画したいと思います。青少年育成委員会の

担当になりますが、要請のあった方は快くお受

けください。 

 この後、人吉ＲＣ奨学生、人吉高校の４名が

挨拶に来られます。温かくお迎えし、激励の拍

手を送りましょう。 

 

 

 

     幹事 水野虎彦 
 
【連絡事項】 

・2015年９月ロータリーレート；１㌦＝124円 

・地区社会奉仕・国際奉仕部門セミナー案内 

 日時：10月３日(土)13：30～17：00 

 場所：日田市羽田多目的交流館 

 社会奉仕中川委員長、国際奉仕有村委員長へ 

・人吉オープンゴルフ大会実行委員会開催案内 

 日時：９月４日(金)13：00～ 

 場所：人吉商工会議所２階常議員会室 

 ゴルフ愛好会 塚本委員長へ 

・前年度地区大会記録誌配布（登録会員へ） 

 

【回覧物】 

 台北稻江ＲＣ週報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

            委員長 鳥井正徳 

 本日は人吉ＲＣ奨学生の人吉高校４名を紹

介します。成績優秀な生徒さんです。宜しく

お願いします。 

 

    人吉ＲＣ奨学生 卓話 

      ・自己紹介 

      ・学習内容 

      ・将来の希望について 

   

  

【ガバナーエレクトより委嘱状】 

   地区出向者委嘱状地区出向者委嘱状  伝達式伝達式 

□国際ロータリー第2720地区 

 2016～2017年度熊本第６グループ 

 ガバナー補佐 片岡啓一会員 
 
□国際ロータリー第2720地区 

 2016-2017年度 

 地区研修委員会副委員長 中川貴夫会員 

 

 

 

  副委員長 大久保勝人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 7 出 席 率  80.0% 

補 填 数     13名 

修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 本田・北・宮山・岩井・中村・漆野・浅野 

       有村・有馬・齊藤・伊久美・山賀・尾上 

       安方・田上・和田・新堀・大賀  
＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席), 丸尾(出席)，釜田          

  

本日の出席率 

会   員   数   64名   70.49% 

出 席 免 除  5名    8/14 例会取り止め 

欠 席 者 数 18名 

出 席 者 数  41名 

＊メークアップ  

人吉中央ＲＣ；延岡･水野･葉山･中川 

職業奉仕家庭集会；青木･大野･春木･宮山･安方･下田 

広報ＩＴセミナー；水野･村田 

芦北ＲＣ；延岡 
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【前年度出席委員会】  委員長 村山能史 

【プログラム委員会】 

 
 
      新入会員卓話 
 
       堀川匠太会員 2014年5月16日入会  

               職業分類；土木 

                        [大乗技建日本㈱] 

 

 皆様こんにちは。ご紹介頂き

ました、堀川匠太と申します。

ロータリー歴は１年３ヵ月で

す。職業分類は建設業の土木で

す。 

 新入会員卓話の話を頂いた時

はとうとう来たかと思いました。先輩方の前で

何を話せばいいかよくわからず悩みましたが、

取りあえず私の経歴に沿って話をしていきたい

と思います。まとまりのない話になるかもしれ

ませんが、お許しを頂きますようお願い致しま

す。 

 

 私は球磨郡相良村に生まれ、相良北小学校、

中学校を卒業しました。少年時代は部活に明け

暮れ、郡市の大会はそうなめにし、県大会も準

優勝まで行きました。個人賞で県の最優秀選手

にも選ばれる事も出来ました。身長は高い方で

はありませんが一応バレーボーラーでした。高

校からは熊本市内にありますマリスト学園に進

学しました。 

 高校ではバレーボールとハンドボールをやっ

ていました。ハンドボールに関しましては県大

会２位まで行くことができたわけですが、本当

に厳しい練習で、あの練習に耐えてきたから今

があるのではないかと思うところです。 

 またこの高校で私は将来を決めることになり

ました。それは、２年生の時、父から兄と私が

呼ばれ３人で話をする機会がありました。そこ

で父が「家業はどっちが継ぐつもりだ」と聞

いてきたのです。私は当然、兄が継ぐものだ

と思っていましたので余裕の構えで兄の回答

を待っているわけです。すると兄が、「俺は

こんなヤクザな業界は嫌だ。」と意外な答え

を言ったものですから、こちらとしては意表

を突かれた感じで思わず「じゃあ俺が継ぐ

よ」と言ってしまい、私が建設会社を継ぐた

めのレールに乗っていくことになりました。 

 その後高校では何も問題になるような事は

起こさず、優秀な成績で卒業し、日本大学の

農獣医科学部農業工学科に進学しました。 

 大学生活は高校と同じく、やんちゃな事も

せず優秀な成績で卒業をするわけですが、こ

の４年間の大学生活で私の人生で一番大きな

出来事が起こるわけです。それは妻との出会

いでした。まだ私が２０歳、妻が１８歳でし

た。それから８年間付き合いを重ね結婚、今

年無事に１０年目を迎えることが出来まし

た。岩井会員にも早くこの幸せを味わっても

らいたいと願うばかりです。 

 大学卒業後、一度地元に帰り家業を継ぐこ

とになったのですが、社内では社長の息子が

帰ってきたということで、何となく雰囲気が

変わり始めました。また社長の息子というこ

とで皆が私に気を使い生ぬるい毎日が続いて

行きました。そんな毎日が嫌になり、ある日

父に相談をしました。「俺を修行に出してく

れ」と。すると父は何も言わずに私の願いを

聞き入れてくれました。私は今でもその時の

父の行動には感謝しています。それが無けれ

ば今の私は無いと思うからです。 

 その後１年間いろいろとあり、私の第２の

父と言ってもいい衛藤征士郎先生に出会い上

京することになりました。衛藤事務所では、

毎日が新鮮で人生の糧となる６年間でした。

毎日家に着くのは夜中の１～２時くらい。朝

起きるのは５時という日々でした。私は、衛

藤事務所で主に代議士の日程の管理や随行を

担当していた関係で、このような日々になっ

たわけですが、普通では会えないような人に

会って話が出来たりするのでこんな面白い事

はありませんでした。 自民党では毎日のよ

うに部会と呼ばれる勉強会が永田町にある党

本部で行われます。そこでは日々変わってゆ

く法案や政策が激しく議論されます。 

 東京にいる間、思い出に残っている出来事

を２・３上げますと、台湾の李登輝総統の来

日、高速道路のオートバイ二人乗りを可能に

したこと。一番大変で楽しかった日韓サッ

カーワールドカップの開催です。 

 そういうことがあった中、私が衛藤先生を

毎日見ていて学んだことは、｢決して人に求め

ない」「人を怒鳴って怒らない」そういう余

  2014-2015年度  

 出席率100％達成者２９名 表彰    

   

   安達玄一  有馬宏昭   原田知一郎 

   葉山稔洋  平田フク  本田 節 

   井手富浩    伊久美寛志  石蔵尚之 

    板井英朗  片岡啓一    宮原和広 

    水野虎彦   村田武澄  内藤靖雄 

   中川貴夫    中島博之  延岡研一 

   田上明仁  武末憲一  鳥井正徳 

   塚本哲也  堤  脩  浦田繁喜 

   和田栄司    山賀勝彦  山田仁法 

   山口令二  安方 晃    
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裕のある精神力でした。衛藤先生の座右の銘は

「泰然自若」です。私が衛藤事務所を卒業する

時にこの言葉を頂きました。それ以来私は「泰

然自若」と「慈悲寛大、自己反省」という二つ

の言葉を大切にして日々過ごしております。 

 その後２００６年家業であります㈱技建日本

の代表取締役就任し２０１１年大乗と合併し、

新会社の大乗技建日本㈱の代表取締役に就任、

２０１２年相良村の商工会長に就任し今に至っ

ております。 

 家業を継いでからの１０年間はこれ以上経験

することは無いのではないかというくらい波乱

に満ちた１０年間でした。詳しい事は申し上げ

ませんが、私がこのまだ３９年という短い人生

で学んだことは、大先輩方を前に申し上げるの

は間違っているかもしれませんが、組織を動か

す、人を動かす難しさでした。人の気持ちを掴

むということはとても難しいことです。ここに

おられる方々は、ほとんどが組織のトップに立

つ人ばかりだと思いますので、お解りになると

思います。 

 私も日々悩み、いろいろな本を読み勉強し救

われました。そして、気付いた事、著者が伝え

ているのは、ほぼ一緒でした。 

「人に多くを求めない」人を許す寛大な心と、

「夢を持ち、絶対に諦めない」強い心でした。

これからも、この事を忘れず日々精進してきた

いと思います。 

ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・鳥井会員 ロータリーの友８月号の｢わが町  

 そしてロータリー」のページで指宿ＲＣの50 

 周年が紹介され、その中に式典に参加した私 

 の写真が掲載されていました。信じられませ 

 んでしたがよく見ると私でした。めずらしい 

 ことだそうですのでニコニコします。 

・延岡会長 堀川社長、卓話ありがとうござい 

 ました。勉強になりました。     

・葉山会員 堀川君卓話ありがとうございまし 

 た。                

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上           

 

【米山記念奨学委員会】 

・葉山会員 なんとか100％出席を継続するこ 

 とが出来ましたので年数分今回は米山に寄付 

 します。              

・山田会員 人吉ＲＣ奨学生の皆様、健康に留 

 意され目標に向かって突き進んで下さい。 

                    

 

     点 鐘 延岡研一会長 

 
                     

 

 

 

 

 

 

人吉ＲＣ杯知的障がい者陸上競技大会の 

チラシが出来ました！開催までもうすぐです。 

会員皆さんのご協力宜しくお願いします。 

どんどん盛り上げていきましょう！ 

「人吉ＲＣ ロータリーデー」として、参加者全員

の印象に残るすばらしい競技大会になるよう 

がんばりましょう！ 


