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11月15日にインターシティーミーティングに参加
して参りました。

石﨑 信一郎
11月15日にインターシティーミーティングの参加し
て参りました。「HTLV-1感染症の現状について」鹿
児島大学名誉教授の有馬直道先生と特定非営利法人ス
マイルリボン代表の菅付加代子様の講演でした。
お二人の講演の中で、HTLV-1感染については、国
の対策もあり撲滅に向けて活動し
前回例会出席率 ているが、ゴールである、新薬・
64.91%
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❸ 好意と友情を深めるか

広報・雑誌・IT委員会
❹ みんなのためになるかどうか

12月 疾病予防と治療月間
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例会日 毎週月曜日

事

K.R.“ラビ”ラビンドラン

❷ みんなに公平か

本日、交流委員会のプログラムとして高
校生交流事業が、姉妹クラブである那覇西
ＲＣと鹿児島中央ＲＣとの共同で実施され、
我がクラブの例会に両校の生徒さん、先生
方並びに那覇西ロータリークラブの皆さん
をご招待致しました。
池畠交流委員長、本坊副委員長のご尽力により11月28
日から２泊３日で沖縄尚学高等学校の生徒と樟南高等学
校の生徒との高校生交流が催されました。両校代表によ
る素晴らしい感動的な研究発表が樟南高校でなされ、歓
迎セレモニーの他、知覧平和祈念館の見学、仙巌園、城
山展望台、錦江湾クルージング等楽しい交流の場を楽し
んでいただき、深い深い両校生徒の絆が生まれました。
この高校生交流にご協力していただいた那覇西ロータ
リークラブの会長はじめ関係各位の皆様、又、両校の引
率の先生方に大変にお世話になり感謝申し上げます。こ
こで改めて敬意を表して拍手を送りたいと思います。皆
さん宜しくお願い致します。
今日の会長スピーチは、ゲストとして出席している次
の日本を背負う優秀なる高校生の諸君に少しお話をさせ
ていただきます。
札幌農学校で教授をしていたウイリアム・クラーク博
士が日本を去る時に告げた言葉として「少年よ、大志を
抱け」という言葉は余りにも有名で有りますが、大志と
は何か？大きな志とは何か？奇しくも先程ピアノ演奏で
故郷の曲が流れました。「志を果たしていつの日にか帰
らん」小さな殻に閉じ篭らず青少年は常に大いなる夢、

例会場 山形屋７Ｆ社交室

週報 No.1767

大いなる希望を持ち、何事にも恐れなく勇気あるチャレ
ンジ精神でぶつかっていく。勇気と正義と努力は青年の
異名です。
洋々たる未来は青少年の君たち、貴方たちの為にあり
ます。「10年後の私を見よ！」「10年後の僕を見よ！」日
本のいや世界の人材として大いなる気慨を持ち、堂々と
進んでいただきたい。
又、クラーク博士が初来日した時、日本語を知らない
博士に対して、当時北海道開発長官であった薩摩武士黒
田清隆は英語が堪能であったので校則を英訳してみせ
たそうです。ところがこれを見た博士は「要りません」と
言ったそうです。「数が多すぎます」「では校則は必要
で無いのですか」と尋ねたら、「いや校則は必要です。
それはたった一つあればよろしい」と答え、その一つと
は「Be Gentleman!」つまり「常に紳士たれ!!」これには黒
田長官も二ノ口が告げなかったそうです。
ロータリークラブ、ロータリアンは職業倫理を重んじ、
それぞれの地域で立派な職業人として成功・信頼を築い
ています。昨今、様々な偽装等で世間から痛烈な批判を
受け一流と言われる会社の幹部３人が雁首並べて謝罪会
見をしています。情けなく企業人として、人間としてのコ
ンプライアンスもあったもんではない。
ロータリアンは常に紳士たれ、「Be Gentleman!」をめ
ざし、社会貢献に職業奉仕に精進しています。
諸君は高校生交流事業を通じて、ロータリアンとのこ
の出会いを忘れないで真っ直ぐな気持ちを持ち続け将来
社会の信頼を勝ち取る人材に成長して下さい。
以上

の事です。この感染から起こるATLが鹿児島県は先進
国で世界一多い地域である事を考えると、HTLV-1感
染症の撲滅運動に関心を持つ事は我々ロータリアンと
しても必要である事と思いました。菅付代表は車椅子
に乗りながら鹿児島を本拠地として、この撲滅運動を
スマイルリボン活動として全国でイベント等、開催さ
れているとの事。菅付代表の『車椅子に乗っている人
が道路で困っていたら声をかけて下
さい。それだけでも凄く嬉しいで
す。』とお話しされてました。社会
奉仕とは、大袈裟な物でなく、小さ
な行動其の物が、奉仕の第一歩であ
る事を教えて頂いた講演でした。
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那覇西ロータリークラブとの高校生交流事業
沖縄尚学高等学校・樟南高校学校

卓話

11 月度歯車会合ゴルフコンペ

卓話

那覇西 RC. 鹿児島中央 RC 世界遺産までの流れ

高校交流事業

於：高牧カントリークラブ

内村ガバナー補佐

参加者：８名（ゲスト２名）
優 勝：西元 春義君
準優勝：加島
繁君
ブッチぎってしまいました。丸山副会長、橋元会員からの不在着信や川
路会員からのメールを見てもピンと来ません。折り返しの副会長との電
話で初めて事の次第に気付きました。お詫びと反省も込めてスマイルし
ます。
●石﨑 信一郎君／たんじょう日祝をいただきまして有難うございます。
１年が、すぎるのが早いと思うこの頃です。ロータリーの先輩方に、負
けない様に、いつまでも、明るく、色々な事に挑戦したいと思います。
●志賀 啓一君／去る11月25日、鹿児島女子短期大学創立50周年祈念式
典、祝賀会を執り行うことができました。これまで歴史を積み重ねるこ
とができましたのも、地域の皆様のおかげでと、心より感謝申し上げ、
スマイルさせていただきます。なお、来年度の入学及び求人の相談はい
つでも受け付けておりますので、入学、就職ともによろしくお願いしま
す。
●本坊 修君・池畠 泰光君／沖縄尚学高等学校、樟南高等学校の学生
交流に先生並び那覇西ロータリーの皆さんの多大なる御協力を賜わり
誠にありがとうございます。本日はようこそ中央ロータリー例会場にお
越し頂き感謝を申し上げます。ごゆっくりとお過ごし下さいませ。
●Ｒ財団委員会ラウンドテーブル／石塚君・宇都君・川畑君・尾辻君・池
畠君・丸山君・橋元君・深野木君・宮脇君・尾堂君・川路君

●内村 文泰君／本日はお世話になります。中央RCは、先輩後輩、同
級生、友人がおられて何か心暖まる気持ちになります。また那覇西RC
の方々もお見えになり嬉しい限りです。よろしくお願い致します。
●那覇西ロータリークラブ一同、代表 新垣 安男君／鹿児島中央RCの
皆様の心暖まるおもてなしに厚く感謝致します。これからも末永く交流
が続きます事を祈念致します。ニフェーデービル！
●宇都 和治君・深野木 信君／那覇西ロータリークラブの皆様ようこ
そ鹿児島へ。沖縄尚学高校、樟南高校両校の絆も深まり実り多い交流に
なったと存じます。永遠の交流をご祈念いたします。
●宇都 和治君・深野木 信君／内村ガバナー補佐の例会訪問を心より歓
迎いたします。
本日は高校生交流事業のため充分な時間がとれずに申し訳あり
ません。
●深野木 信君／本日は県の委員会出席のため、
中座させていただきます。
申
し訳ありません。
●重久 善一君／結婚記念日お祝ありがとうございます。
●吉村 隆博君／老眼だけでなく、とうとう痴呆症も始まった様です。
昨日の那覇西ロータリークラブとの共催の高校生交流会の全ての行事を

第１７９２回例会記録

３）次週 12/7（月）例会プログラム X’mas コンサート
定例理事会開催 例会後～ 於：開聞
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：IM 報告
卓話：那覇西 RC・鹿児島中央 RC 高校生交流事業 報告
内村 G 補佐「世界遺産登録までの流れ」
（上町タウンマネジメント）

次 回 例 会

日（月）

30

平成27年12月14日（月）
年次総会

11

月

Ｒソング：
「四つのテスト」
職業宣言唱和
ゲスト紹介：ガバナー補正 内村 文泰 様
那覇西 RC＝会長
新垣 安男 君
幹事
宮内 一郎 君
青少年奉仕委員長 儀部 頼人 君
親睦委員長
江夏 正浩 君
食事：
「米山ランチ」
会長挨拶：会長 宇都 和治君
内村ガバナー補佐 挨拶
会務報告：幹事 深野木 信君
１）本日の配布 ①
２）12/5（土）忘年家族会出欠回答まだのかたは事務局までお
知らせください。

11月30日のスマイル 小計 55,420円 2015～2016年度 累計406,635円

出席報告
第1792回例会
前々回（11月9日）の補正

会員数
59名
59名

出席数
37名
47名

出席率
64.91%
83.93%

