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◎ゲスト 

   米山奨学生 梁維焜様 

    ＊ご挨拶がありました。  

上田瀧子様 

   杉谷くに子様 

    

◎今月の誕生日・結婚記念日お祝い 

   誕 生 日 高木孝英会員 上田良一会員 西村真悟会員 津留克也会員 山口晶子会員  

         志賀 潔会員 杉谷方英会員 

   結婚記念日 平野幸人会員 松本秀藏会員 杉谷卓紀会員 上田弘司会員 渡邉知宣会員 

         浦田昌尚会員 深見京司会員 西嶋興生会員 

   ＊ご夫人をお迎えしてお祝いがありました。上田夫人、杉谷夫人よりご挨拶をいただきました。 

 

【会長の時間】鶴田会長 

皆さんこんにちは。本日は、結婚祝いで、上田龍子様と杉谷くに子様に、お越し頂きました。 

そして、リョウ・イコン君ようこそ。就職活動の方は、いかがでしょうか。今度、八代 RC、天草ポールライン RC に卓話

に行かれるそうです。是非頑張って来て下さい。同行される村上 R財団・米山奨学委員長ご苦労様です。 

まずは、9 月 29 日（火）の親睦ゴルフ大会で参加の皆さんいかがだったでしょうか、少し前半は、暑かったと思いま

すが、後半は、涼しくなり気持ち良くラウンドできたのではないでしょうか。表彰式は、さつき別荘で行われましたが、

優勝の村上会員とべスグロの山田邦男会員、おめでとうございました。ちなみに私も満点のできで、スコアは 100（点）

でした。そして、準備から最後まで、手配して頂きました豊永親睦委員長ありがとうございました。 

さて、だいぶ涼しくなって来ましたが、今日は、「日本酒の日」だそうです。 

これは、新米で酒造りをするのが 10 月で、「酒」の字から、サンズイを取った「酉」は十二支の 10 番目で、元々酒造

年度は、10月 1日から（現在は 7月 1日）始まっていたことから、全国酒造組合中央が 1978年（昭和 53年）に制定
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したそうです。ちなみに、醤油も「醤」の字に「酉」の字が含まれていることから、10月 1日は「醤油の日」だそうです。 

さて、玉名ロータリークラブにおいて 10月は、10月 8日のガバナー公式訪問、10月 28日の八幡宮におけるチャリ

ティーバザーの開催、10月 31日の熊本第一グループ IMの開催と、行事がめじろおしです。 

各委員長並びに会員の皆様におかれましては、何かと多忙な時期になるかと思いますが、この 10 月を乗り切れば

楽しみな、12月 17日の忘年会も、グット近づきますので、頑張って行きたいと思います。のちほど、本田社会奉仕委

員長より、チャリティーバザーについて、説明があるかと思います。どうぞご協力の程よろしくお願い致します。 

 

【幹事報告】大石幹事 

 ○例会変更 

  山鹿 RC  ・・・１０月１３日（火）月見例会のため１０月１２日（月）18:30赤のれんに変更 

  荒尾 RC  ・・・１０月２１日（水）ホテル有明会館に変更 

           １０月２８日（水）職場例会のため荒尾消防署に変更 

  熊本東 RC ・・・１０月３日（土）親睦例会のため 18:30廣徳寺に変更 

  熊本中央 RC・・・１０月２３日（金）チャリティーゴルフコンペのため 7:45 グランドチャンピオンゴ

ルフクラブに変更 

 ○米山記念奨学会秋季研修会終了時間訂正のお知らせがきています。 

    阿蘇 YMCA １０月１０日（土）～１１日（日）１１：３０終了に訂正   

 ○金栗杯玉名ハーフマラソン大会の後援依頼がきています。 

    （開催日：平成 28年 3月 6日（日）） 

 ○米山記念奨学会より豆辞典・2014‐2015年度事業報告・決算報告等資料が届いています。（回覧） 

 ○杉谷会員がロータリー財団恒久基金へ 10,000ドル寄付されました。 

 

【委員会報告】 

 ○ロータリー研究会事務局 中嶋会員 

ロータリー研究会事務局よりお知らせします。RI理事の招集で 12月 1日～4日間東京でロータリー研究

会があります。委員長は木下パストガバナーで内容については、ロータリーの友の 42ページに詳しく掲

載されています。よくご覧になっていただきたいと思います。ロータリー研究会と言うのはパストガバナ

ー、ガバナー、ガバナー補佐が高度な勉強会を開催されるものです。私達は下働きで頑張っていきます。

昨年は受付をさせていただきました。是非読んで頂きたいと思います。 

○社会奉仕委員会 本田委員長 

繁根木八幡宮の例大祭についてのお願いです。10月 28日㈬8時 30分集合で 9時開始、12時までぐらい

までを予定しております。バザー商品の収集のお願いです。1人当たり 3個以上の提供を願いします。 

テントは山田会員、テーブル椅子は松本会員より借りる予定です。ブルーシートは事務局です。会場の準

備は、前日 27日午後 3時より 1時間程度行いますのでお時間ある方は繁根木八幡宮へ集合願います。 

当日 28 日は事務局から商品の移動がありますので 7～8 名程度応援をお願いします。駐車場は旧市役所

に駐車して下さい。その他へは駐車しないようにお願いします。 

なお、バザーの商品は 15 日より 1 週間（10:00～13:00）、事務局へ持ってきていただきますようにお願

いします。 

○広報委員会 堀本委員長 

ロータリーの友の紹介をします。 

RI 会長メッセージで野生ポリオウイルスによる発生が続いている国はアフガニスタンとパキスタンの 2



カ国だけとの事で、撲滅間近です。ですが 10 月 24 日は世界ポリオデーですので何らかの形で撲滅活動

にご協力くださることを望んでいます。と言うメッセージでした。 

ロータリーは例会からのところで、様々な工夫をされているクラブがあります。握手、食事、夕方例会他

色々工夫されています。私たちの玉名でもおいしい食事をしながらの例会は他に自慢ができると思ってい

ます。ソウルの年次大会の記事も載っていました。参加の前に是非熟読しておきましょう。 

 

【スマイル報告】深見委員長 

  鶴田会長・大石幹事・・・杉谷様、上田様、梁君のご来訪心から歓迎いたします。本日は、久々に奥様方

のご来訪を頂き、誠にありがとうございます。吉岡会員の「私の履歴書」楽し

みにしています。 

  上田弘さん・・・ご招待ありがとうございます。 

  杉谷卓さん・・・結婚記念日祝ありがとうございます。今日は夫婦で参りました。 

  渡邉知さん・・・結婚記念日のお祝いありがとうございます。今日は 1時から大鳥居の神額奉納祭が 

あり、早退させていただきます。15日の秋祭りにはご参拝お待ちしております。 

  平野さん  ・・・結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

  深見さん  ・・・結婚記念日のお祝いありがとうございます。先日の愛好会ゴルフコンペでは、豊永さん

幹事おつかれ様でした。 

  高木孝さん・・・10月 25日が誕生日です。86歳になります。 

  西村さん  ・・・51歳になりました。ありがとうございます。 

  杉谷方さん・・・上田様、杉谷様、結婚記念日おめでとうございます。誕生日プレゼントありがとうござ

いました。 

  豊永さん ・・・上田瀧子様、杉谷くに子様のご来訪心から歓迎いたします。本日は例会へのご参加誠に

ありがとうございます。そして結婚記念日おめでとうございます。心より祝福申し上げ

ます。 

  村上さん・・・今月の結婚記念日、誕生日の方々おめでとうございます。米山奨学生の梁君本日はようこ

そ。今月は 3クラブへの卓話があります。準備はできていますね。頑張ってください。 

  川上さん・田原さん・・・誕生祝・結婚祝いをお迎えになられる皆様、おめでとうございます。益々夫婦

円満に、ロータリーをよろしくお願いいたします。 

  山田司さん・・・上田様、杉谷様、結婚記念日おめでとうございます。 

  山田邦さん・山下さん・吉永さん・松﨑さん・・・文月会杉谷様、上田様、米山奨学生梁様のご来訪心か

ら歓迎いたします。 

  本田さん・・・上田瀧子様、杉谷くに子様、梁君のご来訪心から歓迎いたします。 

  志賀さん・・・上田様、杉谷様、梁君のご来訪心から歓迎いたします。 

  田畑さん・・・10月度の誕生日会員の皆さん、ご結婚記念日の会員及び奥様の皆さんおめでとうござい 

ます。 

  吉田さん・・・誕生日、結婚記念日の方々おめでとうございます。 

  田中さん・・・上田様、杉谷様、梁君のご来訪心から歓迎いたします。吉岡会員の卓話ありがとうござい

ます。誕生日、結婚記念日の方々おめでとうございます。ゴルフコンペ参加できなくて申

し訳ございませんでした。 

  千蔵さん・・・結婚記念日おめでとうございます。 

  中嶋さん・・・誕生祝、結婚祝の皆様おめでとうございます。 



  小篠さん・・・梁君のご来訪心から歓迎いたします。今月ご結婚記念日の皆様の今後のお幸せを祈り 

ます。 

  吉岡さん・・・上田瀧子様、杉谷くに子様、梁君のご来訪心から歓迎いたします。本日は「私の履歴書」

よろしくお願いいたします。 

                         前回までの累計 ￥２５６，２９０ 

                         今     回 ￥ ４５，０００ 

                         合     計 ￥３０１，２９０ 

 

【出席報告】深見委員長    

本
日
の
出
席 

会員数 ４６（４３）名 

欠
席
者 

浜田 廣田 野田 西嶋 津留 

高木幸 浦田 上村 上田継 

渡邉太 米倉 山口 山村 
出席数   ３０名    

出席率 ６９，７７％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 ２５名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

田原 山田邦 廣田 吉田 

修正出席数 ２９名 

修正出席率 ６９，０５％ 

出席規定適用免除者         ９名 

 

【今後のプログラム予定】山下委員長 

 １０月８日（木）ガバナー公式訪問 ホテルしらさぎ 12:30 

 

【卓話】 

     「私の履歴書」 

                吉岡一雄会員 

 

 私は昭和 42年 9月 23日に玉名市繁根木で生まれました。 

現在の NTTの場所にあった第一保育園へ通い、玉名町小学校、玉名中学校、玉名高校を卒業し、1年間の 

浪人を経て日本大学生産工学部、機械工学科へ進み卒業いたしました。 

卒業後は東京で、皆さまもご存じの方も多いと思いますが、コピー機メーカーの株式会社リコーへ就職いたし

ました。入社後 3年間は販売部門のスタッフとして販売戦略やソフトウェアの開発等の仕事をしていました。 

4年目から 2年半は販売会社へ出向し、パソコン等のシステム商品の直接販売をしておりました。そのころは

週に 5日位飲みに行っていて、よくカプセルホテルにお世話になっていました。 

6年間リコーで働いた後、東京堂の創業者で私の祖父の吉岡貫二が亡くなった時に玉名へ戻り有限会社東京堂

へ入社いたしました。 

初対面の方には熊本玉名にある会社なのになぜ東京堂なの？とよく尋ねられます。その由来についてお話しま

す。第二次世界大戦中、私の祖父母や父達は台湾に住んでおりました。花蓮？高雄？ではなかったかと思いま



す。その当時、祖父が台湾で雑貨店を営んでいたと聞いております。パチンコ店の開店祝いなどで見かける花

輪、造花等の販売で東京堂の店名でした。祖母方の実家が日本料理店を東京庵という店名で経営をしていまし

た。昭和 20年の敗戦後、土地・家屋全てを残し、日本に帰国しました。 

その年の 12月に玉名の地で文具の店、東京堂を始めたと聞いております。戦後と同じく 70周年になります。 

祖父の台湾時代からの一番の親友で晩年まで毎年、年に数回訪ねてこられた方がおられます。来る度に数時間

話をして帰られます。その方は、台湾時代は菓子職人の修業をしていたそうです。敗戦後、祖父は玉名で文具

店、その方は熊本でお菓子屋を始められました。 

その方のお名前は、副島梅太郎さんと言います。ご存じの通り、お菓子の「香梅」の創業者の方です。祖父が

いつも言っていました、「手土産のお菓子は残った切れ端だったと」、だから香梅はここまで成長したんだと。 

私の父は私が大学生の二十歳の時に病死いたしました。当時は祖父が会長で祖母の弟が社長をしておりました。

玉名に帰ってきたと同時に相続問題が発生しました。祖父の所有する会社の株式、預金、不動産等です。相続

人は祖母 2 人と父の代襲相続者の私と妹です。遺言書には、「会社の株式は孫の一雄に与える」のみ記載され

ていました。 

遺言書の有効・無効の裁判が約 1年半ありまして結果、分割になり株式以外の一切の不動産、預貯金、住んで

いた家をなくし、それでも足りず会社よりお金を借り、現在の東京堂の土地建物、自宅のマンションを全て借

金で取得、裁判費用は個人の相続なので自己負担、当時は社員でしたので、約二年間は給与より毎月 10万円

差し引かれていました。皆さま、早すぎる事はありません。遺言書は書いてください。公正証書遺言でお願い

します。公証人役場は熊本九品寺、八代、天草にあります。 

自社株の価値、遺留分減殺請求、愛人の子、隠し子等は最近の最高裁判例では婚内子と婚外子の権利は同等と

の判決も出ています。 

この騒動から約 6年後、平成 16年、私が 36歳の時に会社の代表を引継ました。 

現在の東京堂の業務内容は、文具事務用品からオフィス家具、コピー複合機、パソコン等を取り扱っておりま

す。特にパソコンに関しては自分で言うのもなんですが、かなりいけます。トラブル等ございましたら、いつ

でもお声かけ下さい。 

昨年は、玉名市役所の職員用ノートパソコン約 500 台を納品いたしました。天草で話題になったパソコン談

合入札とは違い、これはガチンコで落しました。あっすみません、これだけではなく、全てガチンコで勝負し

ています。とにかく、コンピューター関連などでお困りごとの際はご相談ください。 

ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、私は独身でございます。○も×もない前歴 0でございます。 

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      玉名 RC 親睦ゴルフ大会  ９月２９日（火）司ロイヤルゴルフクラブ 


