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　情報集会第１班 川村　浩嗣
　８月28日情報集会１班が開催されました。メンバーは、 原田、
里、尾辻、川村、西元、石崎、オブザバーとして宇都会長でした。
　テーマである「寛容の精神で友情の絆」を話し合いました。
寛容の精神について、それぞれの意見が出て、相手を認める、
受け入れる態勢が大切であるとのことでした。一つの事に
対して、それぞれの異業種の方の見方があり、それを全て受け入れるこ
とがかけがえのないことであり、それがロータリーのいいところである。
　いろいろと不動産の話など出ましたが、飲みながら屈託のない話が出
来るのが一番の友情の絆ということになりました。

　情報集会第２班 稲留　宏
　世話人：高岡　補佐：稲留　メンバー：川畑、丸山、大坪、
吉田、林（良）。 ８月26日に、ごはんのじかんにて開催されま
した。
　稲留会員のはからいにより、いつも通りの美味しい肴
とお酒を囲みながら、終始わきあいあいとした雰囲気で
テーマについて語り合いました。
　宇都会長にも参加していただき、大変盛り上がりました。料理では、北
海道直送のさんまは、特に美味でした。
テーマ『寛容の精神で友情の絆』を深めるためには、
・先輩後輩仕事など、立場や役職を飛び越えて友情をお互いに育む気

持ちが大切。
・例会に毎回参加して、時間をかけながら会員同士が深く語り合える仲になる。

・恕の精神が寛容の根底にある。
・大津PGより中央RCには恕の精神が息づい

ている。（中央RCの会員同士には友情が
ある）

　情報集会第３班 吉村　隆博
　８月26日  ごはんの時間 inatome 
　池畠会員のお招きで筑紫りょう太さんと仰るプロレスラー
の方をオブザーバーとしてご参加いただき、高岡班と同じ会
場で合同では無く同時進行の形でスタートしました。
　突然のゲストに「今日の情報集会は一体どうなるのやら？」
と世話人の私は気を揉んだのですが、『寛容の精神で友情の絆』と言うテー
マと密接な関係があり、後に池畠会員の計らいには敬服致すばかりでした。
　先ず、この筑紫りょう太さんと仰るプロレスラー、別段よそのロータリー
クラブに所属している訳でも無く、一体どんな方なのか参加メンバーは皆
目見当がつきません。しかしながら、同席することに異を唱える会員は誰
もいませんでした。池畠会員より彼の活動内容の紹介がありました。彼は
興行や練習が無い日を利用して、無償で施設や老人ホームを慰問して回る

『奉仕の精神』の持ち主であり、私達と直ぐに意気投合して楽しいひと時
を過ごしました。池畠会員よる紹介はお隣で盛んに意見交換している第２
班にも及びます。当然ながら、私達の班同様に盛り上がりました。「先ずは
一緒に参加させてくれ。と言う私のお願いを快く受け入れてくれる。中には、
何で外部の人間を？今日は鹿児島中央ロータリークラブの情報集会だ。と
思った人もいたかもしれない。考えの違いを越えて受け入れる。そこには
お互いの友情があるからこそできることである。これこそがロータリアン
としての寛容の精神であり、友情の絆である。」と言う池畠会員の言葉で
私達の班は実践を通してテーマについて語り合った様な気がしました。
　そもそも「寛容」と言う言葉は明治以降翻訳された言葉だそうで、日本
語の感覚的には「許す」とう意味合いもあるのではないでしょうか。しかし、
ロータリーでの「寛容」は「許す」と言う意味合いよりも「受け入れる」
と言う事に重点を置くことが相応しいとの意見で一致しました。 ご存知の
通りロータリー発祥の地はアメリカです。アメリカには様々な人種が共存
して多種多様な宗教を持った人々がいます。そのような背景を考えると

「寛容の精神」が過去より重視されて来たことに納得がいきます。
　では、その為に如何に「友情の絆」を深めるか？と言う事に対しては月
並みですが、このような情報集会やラウンドテーブルに参加して親睦を
深めるのは勿論、色々なロータリーの行事に参加することで、先ずはロー
タリーに興味が湧き連帯感が強くなって友情が育まれて行くのではない

会  長  の  時  間 宇都　和治
　皆さん、こんにちは。本日は月初めで誕生祝の日で
あります。プレゼントの後に皆でお祝いの「ハッ
ピー・バースディー」を歌いますが、新しい会員が増
えましたので小原元会長が提唱されましたハッピ
バースデイーデイア・フレンドのところをロ―タ
リーではデイア・フェローと歌いましょう。小原元
会長によるとフェローとはフェローシップ・友人関
係においてフレンドシップより更に強い絆で結ばれ
た中間同士というもので、戦友のように仲間意識の強いもの、つま
り例会をはじめとする様々な会合や親睦会で時間を共有し心を通
わせロータリーという木を育てる土壌作りをする中間をフェロー
というそうです。今日よりはハッピー・バースディーデイア・フェ
ローと歌いましょう。
　早いもので９月に入りました。何となく朝夕肌もちが爽やかに感
じる季節となりました。
　９月は新しい特別月間「基本的教育と識字率向上月間でございま
す。それからもう一つ４月の「雑誌月間」がなくなり「ロータリー友
の月間」が９月に新設されました。RI で定める月間でなく「米山月
間」と同じく日本独自の月間です。
　月信７月号に「ロータリーの友」の報告として新年度の「ロータ
リーの友」編集企画が掲載されています。ご覧いただきたいと思い
ます。
　入会当初、初めて識字率と聞いて何のことかなと思う事でした。
識字率とは 15 才以上の人口に対する日常生活の簡単な内容につい
て読み書きができる人口の割合のことだそうです。更に識字は人間
が人間らしく生きていくための基本的条件の一つであると定義さ
れています。RI は世界的視野でこの問題を捉えその識字率向上に

努力、貢献することが世界平和につながると考えています。日本は
どうなのか？なんと日本は数百年にわたって世界的に高い識字率
を誇っているそうです。99.8％そのうちの 0.2％の非識字率は知的障
害者などが含まれるそうです。渡辺政俊 RI 会員のレポートにより
ますと 1853 年に黒船率いてアメリカから来たペリー提督は日記に
日本について「読み書きが普及していて見分を得ることに熱心であ
る。」日本の田舎にまでも本屋があることや日本人の本好きと識字
率の高さに驚いたそうです。
　世界 183 か国の中で識字率 90％以上の国は 104 か国、70％に満
たない国が 33 か国そのうち 12 カ国が 50％以下と言われています。
発展途上国、紛争国、紛争地域等は当然識字率も 50％以下、国の経
済力、文化の水準も低いわけです。我々の RI への財団の寄付がそう
いった国の識字向上の為、平和の為に有効活用されているわけです。
　９月１日は皆さんもご承知の「防災の日」です。大正 12 年９月１
日に発生し 10 万人を超す死者、行方不明を出した関東大震災を踏
まえ地震や台風高潮、津波などの災害に対処する心構えをする目的
で閣議決定、制定された。又、自分と家族の命を守る「自助」と言われ
る柱が「家の中の安全対策」と言われています、阪神淡路大震災や新
潟中越地震などで多くの人が倒れてきた家具の下敷きになって亡
くなりました。もう一つは災害時の電気、ガス、水道などライフライ
ンの停止や緊急避難に備えた備蓄品と非常用持ち出し品の用意で
す。総務省消防庁ホームページの『防災お役立ちツール』には一人一
日３リットルの飲料水３日分や、レトルト食品、下着などの備蓄品、
貴重品、懐中電灯、持病薬、非常用持ち出し品の各チェックシートが
あります。これらを参考にしながら「防災対策は我が身、我が家か
ら」の気概で万全の備えをお互い心がけたいものです。南海トラフ
大地震、首都直下地震、日本各地に頻繁にみられるＭ５以上の地震、
桜島以外にも多発する火山性の有感地震の勃発、明日未明に起こる
かもしれません。備えあれば憂いなし！　　以上

週報 No.1758

平成27年９月14日　第1784回例会

2015～2016年度  国際ロータリー会長　K.R.“ラビ”ラビンドラン
●会　長　宇都　和治　　●副会長　丸山　修　　●幹　事　深野木　信　　●編　集　広報・雑誌・IT委員会

四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか

前回例会出席率
71.70%

本日のプログラム 会員卓話＝川村浩嗣君
「生命保険業界の現状について」 ９月 基本的教育と識字率向上月間

ロータリーの友月間

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

情 報 集 会 報 告（１班～６班）情 報 集 会 報 告（１班～６班）
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でしょうか。「兎に角、相手に対して関心を持つことが大事である。取っ掛
かりは相手の年齢でも職業でも趣味でも性別でも何でもいい。相手に対し
て関心を持つことが友情の第一歩である。」と言う意見が私個人的に最も
印象に残りました。最後に森信三と言う哲学者の私の大好きな言葉で第３
班の情報集会の報告を終わらせて頂きます。 
　「人生　会うべき人には必ず会う　一瞬早からず　遅からず　しかしな
がら　内に求める心無くば　眼前に縁在りといえども　縁は生じず・・・」

　情報集会第４班 平山　勢津子
　第 4 班は 8/19 に蘭丸にて開催されました。出席メンバーは
青﨑、奥、前迫、平山、福山、神野、長濱とオブザーバーで
宇都会長になります。難しいテーマでしたが、新旧の会長の
情熱のこもった意見交換を中心に、会は大変もりあがりました。
友情の絆をさらに深める為にミドルネームを設定致しました。
キャサリン平山、カトリーヌ福山、モニカ長濱、プーさんこと宇都、エド奥、
ケン神野、アンソニー前迫、郷リラ青﨑。情報集会の時間はずっと笑顔が
耐えない雰囲気であり、すでにそこには深い友情の絆があったと思います。

　情報集会第５班 小福田　博
　世話人：橋元　隆　平成 27 年８月 27 日（木）18：30 ～故
宮庵にて開催。出席者：橋元、石塚、重久、宮脇、下村、三島、
新名主、宮嶋、小福田。オブザーバー：深野木幹事
テーマ：「寛容の精神で友情の絆」を深めるためには・・・
○我が RCの理念には“恕”の精神が基本にあり、これこそが寛

容の精神の基盤となるものである。一字違いの“怒”と比較して理解を深めよ。

Ｒソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和　　
ゲスト紹介
ビジター紹介：上野　欣一君（東 RC）
　　　　　　　木浦　学君（東 RC）
食事：「米山ランチ」「本日の演奏」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
誕生日お祝い（バースデーソング）：
　石塚　俊雄君（９日）　　 小原　正信君（12 日）
　肥田木　康正君（14 日）　中原　勲君（30 日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信９月号②鹿児島市内RC会員名簿
２）  RAC 例会（色粘土作り）9/9（水）20:00～サンデイズイン鹿児島
３）RCC例会　9/13（日）11:00～中央公園
　　指名出席者→稲葉・長濱　各会員
４）本日例会終了後理事会　於：開聞

５）次週　9/14（月）例会プログラム
　　会員卓話＝川村浩嗣君「生命保険業界の現状について」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告
卓話：情報集会報告　第１班～第６班
　　　１班　川村　２班　稲留　３班　吉村
　　　４班　平山　５班　小福田　６班　川路
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次 回 例 会　平成27年9月28日（月）

会員数 出席数 出席率

会員卓話＝中間貴志君「新人会員自己紹介」
　　　　　小福田博君「マイナンバー制度への対応」

9月7日のスマイル  小計 26,116円　2015～2016年度　累計 186,108円

●海江田順三郎君／先週、中国の長沙市で開催される国際食品展覧会へ
の参加について、MBCテレビのインタビューを受け放映されました。尚、
長沙には今月10日、業者に同行いたす予定です。
●海江田順三郎君／第１班の情報集会を急用のため、欠席いたし、ご迷
惑かけたことをお詫び申し上げます。
●中原　勲君／誕生日祝ありがとうございます。
●小原　正信君／誕生日祝いありがとうございます。63才。年金生活ま
で　あと２年。頑張ります。
●本坊　修君／小原さんが第１回の鹿児島市民マラソンに挑戦されるそ
うです。皆様是非応援を宜敷く御願い致します。
●石塚　俊雄君／大東亜戦争開戦翌年、台風の晩に生まれました。先日の台

○まずは RCに出席しよう。出席してこその精神の理解であり、これによっ
て友情も育まれる。

○人の話を聞こう。立場の違う人でも、まず話を聞かなければその人の考
えは理解できない。各会員の人格を感じられる話には寛容の精神が感じ
られ、ありがたく感じられる。また、話を聞けば絆も深まる。

○RC の奉仕活動は職業奉仕が基本である。職業に全力を尽くし、それを
通じて地域社会への奉仕としていきたい。仕事とRC活動を大切にしよう。

○我がクラブは雰囲気が良い。みな親切であり、人に薦めたいクラブである。
○幹事は寛容の精神がなければ勤まらない。皆さん、幹事をやりましょう。

　情報集会第６班 川路　理幸
　平成 27 年８月 19 日（水）18 時 30 分～　海南風（かいな
んぷう）にて。メンバー：田中、川路、丸元、久米田、尾堂、森園、
小原、池脇、中間。
　 「寛容の精神で友情の絆」を深めるには…というテーマで
話をしなければならなかったのですが、もともと鹿児島中央
ロータリークラブのメンバーは、寛容の精神のある方ばかりではないかと
なりました。あとは中央ロータリーのメンバーがどれだけ寛容の精神があ
るかという具体例が披露され大変盛り上がりました。
　様々な職種の方が集まる団体は他にもあります。会長の資料に、「寛容
の精神」すなわち「相手の善意を信ずる心」とありました。ロータリーに
はこの精神があるから他の団体・組織とは違うのではないか。確かに職業
奉仕等の点でもロータリーというのは他とは違うのかもしれませんが、ロー
タリーの友情が深いと感じるのはこの寛容の精神ではないかと思います。

風で栗の木や杉の木が倒れてその整理で“すったいだれもした”流石に年令を
感じます。年相応に今後は頑張ります。お祝い有難うございます。73才です。
●池畠　泰光君／９月５日大安、午前11時40分に、3,300gの男子が生まれま
した。２人目の孫です。待望の男子の誕生に感激も一潮です。健やかに育つ
事を願うばかりです。やがては４代目に就任して流通業界のリーダーを極め
て我社の100年企業を担ってもらえればナァ～と夢を託すのはまだ早いかな!!
●平山　勢津子君／どこのハンサムかと思いきや、テレビで見たのは海
江田パストガバナーでした。いつまでもお元気ではつらつ、とても嬉し
かったです。120才までがんばって下さい。
●情報集会第５班／情報集会第５班でのスマイルをさせていただきます。
メンバーは、順不同で、石塚、重久、小福田、新名主、深野木、宮嶋、
三島、宮脇、下村、橋元の10名です。

議　題
１）ロータリー財団への拠出金増額

（$100→150/人・年）への対応に
ついて・・・　石塚委員長

　  　今年度は後期会費の人頭分担
金を6,000円増額して対応する

　  　次年度以降は年会費を前後期
3,000円増額する

２）９・10月例会プログラム及び行
事予定

　①　鹿児島東RCとの合同例会
　　　（18：30からの夜例会 山形屋7F社交室）
　　　9/14（月）→10/19（月）に変更（持ち回り理事会で承認済）
　②　9/14（月）会員卓話に変更
　   　生命保険業界の現状について　川村浩嗣君・・・承認
　③　地区大会報告　　10/19（月）→10/26（月）に変更・・・承認
　④　10月学習会　　　10/19（月）→10/26（月）に変更・・・承認
　⑤　職場訪問例会　　10/26（月）→11/16（月）に変更・・・承認
３）会計報告（別紙明細）
　①　8月度試算表について・・・承認
　②　8/1　納涼家族会収支報告書・・・承認
４）副会長、副幹事人事について
　  クラブ細則第３条第４節に基づき、副会長：丸山修君、副幹事：吉田

健朗君を選任
５）40周年実行委員会の設立について
　  副委員長に前迫実君を選任、委員長に海江田順三郎君に依頼する
　  会長、幹事、副会長、副幹事は委員会メンバーとする

　  その他のメンバーは前迫副委員長が選出する
　  ９月中に第１回委員会を開催し、10月理事会に実施方針を報告する
６）新入会員候補者について
　  氏　名：加島　繁　様　S28.3.25生・・・承認
　  勤務先：ライコー株式会社
　  ９月14日例会で発表後７日以内に会員から意義のない場合９月28

日付け入会
　  本人の都合により入会式は10月５日の例会時に執り行う
７）「にゃんフェスかごんま2016」ご協賛のお願いについて（８月から

の継続議案）
　  辞退申し入れあり・・・承認
８）10/16-18　地区大会について（別紙・・・参加予定者、バス見積書）
　  長距離となるので、大型バス利用とする
９）10月分スマイルを米山記念奨学会へ寄付について（10月米山月間）
　  ・・・承認
10）那覇西RCとの高校生交流事業について
　  （日程：11月28日（土）・29日(日)・30日（月））
　  ホテルパックのため宿泊ホテルは未定
　  ※例会プログラムの変更・・・承認
　  　11/2（月）　レディースデイ例会
　  　11/30（月）　那覇西RCとの高校生交流
11）平成28年1月8日（金）　市内RC新春合同例会について・・・承認
　  別紙・・・会順、市長挨拶依頼文
12）その他
①　歯車会について
　　幹事を西元春義君に依頼　
　　回数、時期、スタイル等会員アンケートを実施する
②　次回理事会について
　　平成27年10月５日（月）例会後　13：30 ～　於：山形屋７階　開聞

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成27年９月７日（月）
例会後　～　14:30
宇都和治・丸山　修
深野木信・吉田健朗
宮脇謙舟・橋元　隆
小福田博・川畑英樹
田中和俊・森園千廣
池畠泰光・前迫　実
重久善一


