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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「我等の生業」 
 
司会･進行  葉山稔洋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

  

  

    会長 延岡研一 

 

 ２月６日未明に台湾南部

で震度6級の地震が発生し、マンション倒壊など

で多数の死傷者が出ており、10日時点で死45

名、負傷者・行方不明500名以上と、一週間たっ

た今も懸命の救助・復旧活動が行われているよ

うです。 

 ５年前、台湾稻江ＲＣから東日本大震災復興

への義捐金を人吉ＲＣがお預かりした経緯を踏

まえて、今回の台湾南部地震復興義捐金を台湾

稻江ＲＣを通じてお送りする事と致しました。 

 例会前に臨時理事会を開催し、会員各位から

2,000円を徴収させて頂き、友愛基金から74,000

円を補填して、20万円の義捐金を送ることと決

定しましたので、ご理解いただきますようお願

いします。 

 さて、まだ２月半ばですが、今年の流行語大

賞はもう決まったのではないかと思いません

か。 

 大晦日の紅白に初出場の「ゲスの極みなんと

か？」曲は全く知らず、名前を聞いたことがあ

るなーぐらいで知らなかったのですが、年が明

けると「ゲスの極み」という言葉は大ブレー

ク、ベッキーとゲスさんとの不倫、甘利大臣の

辞任、SMAPの解散騒動、清原の逮捕、と続々と

続きましたが、ここにきて最大の「ゲスの極

み」、育児休暇取得発言で注目を浴びたイクメ

ン国会議員の宮崎さんの不倫報道、詳しくは

しゃべりませんが本当にゲスの極みとはこの事

です。 

 この宮崎議員に加えてメディアを賑わせた、

武藤議員、上西議員は共に2012年初当選議員と

いうことです。初当選や若い議員は駄目だとい

うのではなく、今の政治家や政党の弱さの表れ

なのかと感じます。新しくできた政党は無理か

らぬ事かも知れませんが、昔からある政党、そ

の中でも政権を担っている、または担ってきた

政党が弱体化しているようで、はっきり言って

これは日本の危機です。公募候補を否定はしま

せんが、政治にまったく携わることなく、その

時々の政党人気に乗っかって国会議員になった

人達が多すぎる気がします。有権者も悪いかも

しれませんが、候補者を擁立する政党も、与野

党を問わず、国政の場にふさわしい候補の人選

をしてもらいたいものです。 

 衆参同時選挙も囁かれる夏の参議院選挙も近

づいてきました。 

 国政に携わる皆様にお願いします。日本をつ

ぶさないでください。  

 ゲスな話になってしまいましたが、これで会

長の時間終わります。 

通算２８８０回 第３０例会 

 ２０１６年  ２月１２日 

   毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

 

     

     

 
会長の時間  P1 

 幹事報告 、 出席率報告、半期会計監査報告 Ｐ2 

 Ｒの友２月号紹介Ｐ2～３ 

新会員卓話 新堀純子会員 Ｐ３～４ 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山.奨学金カード  P4 

 ミニＲ情報 Ｐ４ 



 2 

    幹事 水野虎彦 
 
 

【理事会の承認事項】 

・先の「東日本大震災」の折には稻江ＲＣより 

 100万円の義捐金を頂いておりました。今こそ 

 恩返しの機会ですので会員１人あたり2,000円 

 友愛基金より74,000円合計200,000円を台湾南 

 部地震に対し、復興支援、義捐金として送付  

 することが承認されました。 

【連絡事項】 

・地区大会登録は本日が最終締切です。 

 本日以降の取消は登録料返金が出来ません。 

 変更の方は本日中にお願いします。欠席会員 

 は5,000円負担と理事会承認されております。 

 宜しくお願いします。 

・宇土ＲＣ創立30周年の案内 

  平成28年５月７日(土)14:00～ 

  ホテルニューオータニ熊本にて 

  締切3月25日、登録料10,000円 

・次年度のロータリー手帳の予約を受け付けて 

 おります。希望者は早めにお申し出下さい。 

【回覧物】なし 

【例会変更】 

熊本東RC2/16→11:00～台湾交換留学生送別会 

      熊本空港ビル2階団体待合室へ変更 

〃 3/1→19:00～米山奨学生黄訳民さん送別会 

               松屋本館へ変更 

熊本西RC3/1→18：30～場所未定 

 

  

   委員長 漆野智康 

 

 

    Multiple３ 

  Paul Harris Fellow 

   認証ピン贈呈 
  
  浦田繁喜会員 

 

 

 

 

【半期決算 会計報告】 

                   会計 安方 晃  

 お手元の2015-2016年度半期決算報告書の収

入と支出について報告致します。 

      ～ 内容説明 ～ 

    

【半期決算 監査報告】   監査 大野啓介 

 

 人吉ロータリークラブ2015～2016年度一般会

計、特別会計、人吉ＲＣ奨学金基金、友愛基金

の半期決算書について、2016年２月２日、武末

憲一監査と共に会計監査を行いました結果、

全て適正であると認めます。以上です。 

 

 

  

【雑誌委員会】  

     ロータリーの友２月号紹介 

              紹介者 渡辺洋文 

 

 二月は平和と紛争予防/紛争解

決月間と言うことで、８～13

ページに各クラブの活動の報告

が掲載されています。 

 一番面白いと思った記事を一

つだけご紹介します。 

 14～15ページに「平和の願いはきっとかな

う」と題して、キプロス出身のロータリー平和

フェロー、マリアス・アントニュウさんの話が

あります。 

 キプロスは地中海東寄りにあり、十字軍やフ

ランスの支配下にあったかと思うとオスマン 

トルコに300年、1800年後半からは大英帝国の

支配下にあり、1960年に独立した歴史を持つ 

国です。独立後も北はトルコ系、南はギリシャ

系と分けられ2003年まで超えることのできな

かった分断ラインがあり、国連平和部隊が守備

していたと言う島です。 

 アントニュウさんはトルコ系住民は敵と教育

されて育ったそうです。奨学生としてアメリカ

に留学していた時に、トルコ系、ギリシャ系キ

プロス人学生20人ずつをで話し合う機会を得た

とき、1974年を「トルコ侵略」と教えられた彼

は、トルコ系学生が「幸福と平和の日作戦」と

教えられていること、またトルコ系学生が1963

年には「キプロス解放民族組織」と言うテロ集

団に大勢のトルコ系住民が殺された、と言えば

ギリシャ系学生は「祖国統一のために戦たの

だ」と反論し、結局認識しあえたのは「お互い

に対する敵意」だけだったと。 

 彼は「何が真実か」と自らに問い、教育のシ

ステムを変えなければいけないと思い立ち、活

動を始めたそうです。国家は、都合のいいよう

に歴史を捏造し教育で国民を洗脳して、世論を

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  80.0％ 

欠 席 者 数 13名  1 / 2 2 出 席 率  80.0% 

出 席 者 数 47名 補 填 数  1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   81.67% 

＊届け出欠席 青木・有村・堀川・岩本・北・小林清・小林祐 

 村山・内藤・中川・岡・武末・戸高・鳥井・堤正・山田・田上        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

＊メークアップ 1/31地区補助金セミナー 本田 
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先導していく、と言うのは常とう手段で、多か

れ少なかれどこの国でもやってる事だとは思い

ますが、日本と韓国の関係や日本と中国の関係

も同じことが言えるのかな？と思います。 

 政府やマスコミの言うことを鵜呑みにせず、

早くその事に気づいて真実を知る努力をする事

が、紛争解決の早道なのかな？と思いました。 

 24～27ページに中川会員がスタッフとして参

加した、ロータリー研究会のリポートが載っ 

てますので読んでみてください。 

 縦組みの４ページからに「努力で夢をかなえ

る」と題して、スキージャンプのレジェンド葛 

西紀明氏の話と９ページからわが町ロータリー

で、もの造りの伝統とラグビーに燃える町と題

して東大阪市が紹介されています。 

 13ページ友愛の広場で、人吉中央ロータリー

の村田優子さんの「ドイツにて着物で卓話」と

言う記事が掲載されてますので、読んでみてく

ださい。 

    

  

【プログラム委員会】 
 
 
      新入会員卓話 

               

 

  

 ロータリーの入会時の義務として、忘年会の

カラオケ、今回の新会員卓話、他にはもう新人

の義務はないことを願って本日の卓話をさせて

いただきます。 

 また、新人卓話も先日のＨＩＴＯＹＯＳＨＩ

㈱の竹長氏の話しか聞いたことがありません。

あのような技術的な話もできませんし、皆さん

がどのような話をされていたかもわかりません

ので、たいしたお話しもできませんが、本日は

なぜ建設業の私が蕎麦屋を始めることになった

かの話しをさせていただきたいと思います。 

 ただ、去年より新聞等の記事でご存じの方も

あるかと思いますが、この一年半くらいずっと

１０分間のプレゼンテーションの練習をしてき

まして、私の体内時計は１０分にセットされて

おります。それ以上はしゃべれませんので蕎麦

屋をすることになった方のＤＶＤを用意してお

ります。後程ご覧ください。 

 

 私の会社である新堀産業を法人化したのが昭

和４０年ですので、昨年５０周年を迎えること

になりました。５０年前大阪で働いていた現社

長である父がお金を貯めて相良村に帰り、その

資金で最初はブロック屋から始めたと聞いてお

ります。ブロック屋で小銭を儲け、祖父が大工

をしておりましたので建築、土木と手を広め、

今の総合建設業へと展開しました。  

 両親には私が幼いころより家族のようにお付

き合いをしているご夫婦がおりました。その方

は人吉の方で、昭和４０年頃に沖縄へ渡り製麺

所をつくられました。蓑野町にお住まいの土肥

さんと言われます。最初はうどんと日本そばを

作って自分で蕎麦屋を営業されておりました。

製麺所なのに自らお店をされたのは、沖縄の人

の嗜好を探るアンテナショップの意味もあった

と聞いております。沖縄の人たちが好む味や触

感などを熟知したうえで、沖縄そばの麺を作り

始められました。 

 おいしい沖縄そばが完成するのに６年かかっ

たと言われました。また、その頃沖縄では“だ

し”が美味しいといわれる蕎麦屋は全くなく、

だしの開発に取り組んだのもこの方が最初だっ

たそうです。それが今では沖縄そばだけで年間

２０億を超える企業へと成長されました。 

 現在、沖縄そばの他に、沖縄ならではの島唐

辛子を使ったスナック菓子、餃子などいろいろ

なものを作っていらっしゃって沖縄では知らな

い人はいない有名な企業です。 

 そして私の両親が１０数年前、借金をして不

動産を購入しました。この借金を返すのに何か

そこで出来ないだろうか？と沖縄そばの会社を

されていた土肥さんに相談したところ、蕎麦屋

なら美味しいもの出来るし手伝えるということ

で、願成寺にある「田」は始まりました。 

 土肥社長は麺つくりには水が大切と常々おっ

しゃっており、「田」の井戸水を持ち帰って配

合を研究され、「田」の蕎麦とだしが出来上が

りました。 

 そしてしばらくは人吉に滞在され、蕎麦屋と

しての特訓を受け、スタートしました。 

 幸い母が調理師の免許をもち、昔に料理教室

の先生もしていたそうなので難しいことではな

かったようです。 

 この土肥先生は面白い経歴を持っていらっ

しゃいまして、美大を卒業されているのに麺つ

くりに没頭され、そして沖縄そばが窮地に立た

された時、沖縄そばという名前を救った方でも

あります。 

 

 ちょっと古いですが、その時のことを紹介し

た番組がありましたのでＤＶＤをご覧になって

私の卓話を終わらせていただきたいと思いま

す。2006年みのもんたの午後は思いっきりテレ

ビで放送になった「今日は何の日」です。  

ご清聴ありがとうございました。   

   新掘 純子 会員 
  
   2015年7月31日入会  

   職業分類；公衆温泉 

   [㈱新堀産業 願成寺温泉] 
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【寄付カード】 ニコニコ箱委員長 永尾禎規  
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・岩本会員 酒が飲めず行事への不参加や例会 

 欠席が多く申し訳ありません。      

・延岡会長 新堀さん卓話ありがとうございま 

 した。｢沖縄そば｣の歴史、勉強になりまし 

 た。（ところで、くち車に乗せた銀行はＭＫ 

 銀行でしょうか？）                  

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・延岡会長 （ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文）         

・岩本会員 （ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文）         

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山奨学基金に特別寄付をいた 

 します。2,000 

・延岡会長 （ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文）         

・岩本会員 （ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文）         

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・岩本会員 （ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文）         

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 

  

 ミニＲ情報 Ｒ情報委員会 

 
 

ロータリーの特別月間  

クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、

ロータリーの活動に参加するよう強調するため、国

際ロータリー（ＲＩ）理事会が指定した月間のこと

です。 

 8月 会員増強・新クラブ結成推進月間  

 9月 基本的教育と識字率向上月間  

10月  経済と地域社会の発展月間  

11月  ロータリー財団月間   

12月  疾病予防と治療月間  

 1月  職業奉仕月間  

 2月  平和と紛争予防／紛争解決月間  

 3月  水と衛生月間  

 4月  母子の健康月間  

 5月  青少年奉仕月間  

 6月  ロータリー親睦活動月間  

 

ロータリー特別週間  

世界インターアクト週間（11月5日を含む1週

間） 

ＲＩ理事会は、ロータリークラブとインターア

クトクラブに、11月5日を含む1週間を「世界イ

ンターアクト週間」として遵守するように奨励

しています。それは、ロータリークラブとイン

ターアクトクラブを「顕著であり、国際規模の

活動」に参加させるためです。  

 

追悼記念週間（1月27日を含む1週間） 

1947年1月27日は、ロータリーの創始者・ポー

ル・ハリスの命日です。1989年10～11月の理

事会において、毎年この1月27日を含む1週間

を、物故ロータリアンの冥福を祈り、生前の貢

献を記念する週間として「追悼記念週間」と指

定しました。  

 

世界理解と平和週間（2月23日～3月1日）  

1905年2月23日は、ロータリーの創始者・ポー

ル・ハリスが、友人3人と最初に会合をもった日

です。この2月23日を祝う創立記念日は、「世

界理解と平和の日」（World Understanding 

and Peace Day）として遵守されます。この

日、各クラブは、国際理 解、友情、平和への

ロータリーの献身を特に認め、強調しなければ

なりません。理事会は、この2月23日に始まる1

週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータ

リーの奉仕活動を強調することを決議していま

す。  

 

世界ローターアクト週間（3月13日を含む1週

間） 

1993年、ＲＩ理事会はＲＡの創立25周年を記念

して、3月13日を含む1週間を「世界ローターア

クト週間」に指定しました。 各ＲＣには、地元

のＲＡＣとの共同プロジェクトや、親睦活動に

参加するよう、呼びかけを行っています。参加

により、ロータリアンは、ローターアクターか

ら、若いエネルギーや、新しいアイデア、労力

を得ることができますし、ローターアクター

は、ロータリアンから深い知識や経験を学ぶこ

とができます。  

 

日本独自の強調月間 

9月 ロータリーの友月間 

10月 米山月間 

 


