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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

本日のプログラム 年男・年女年頭所感

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

２月 平和と紛争予防／
紛争解決月間

会  長  の  時  間 宇都　和治
　今年は薩長同盟が結ばれてから150年、又、
薩摩スチューデント英国留学生派遣から150
年にあたります。
　８日の南日本新聞に薩摩藩家老小松帯刀
の４枚目となる写真が発見されたとの記事
が掲載されていました。
　京都の小松邸で薩摩側の西郷隆盛と小松
帯刀、長州藩の木戸孝允そして立会人の坂
本龍馬４人の同席のもと、薩長同盟が結ばれた。その後、国
元への報告も兼ねて船で鹿児島へ向かう途中、長崎の出島に
滞在するオランダ人医師ボードインに面会し、そのスタジオ
で撮影されたものであるという事です。
　小松帯刀の銅像は宝山ホールの一角に建立されています。
屋敷は名山小あたりと聞いていましたが、裏の通りにある
井後眼科のロビーに「小松帯刀屋敷跡」の石碑が最近立っ
ていました。
　小松帯刀は藩のため、西郷、大久保らと討幕に関わり大政
奉還の為奔走した。斉彬、小松なくして西郷も大久保もない
と言われるほど薩摩藩の若き家老、エリート官僚小松帯刀は
藩の一所持ちの重役であった。幕府にも、朝廷にも全ての交
渉に当たり時局を大きく転換したと言われています。病気の
為早死にした。帯刀が生きていれば明治政府の初代総理大臣
になったと言われる貴重な写真である。幻の宰相と言われる
由縁です。
　薩長同盟直後寺田屋事件で傷を負った坂本龍馬も同行し、
その足で鹿児島の小松邸に滞在した。小松は傷の湯治の為
「おりょうと龍馬」を霧島の温泉に招待した。日本で初めて
の新婚旅行から150年にもあたるわけです。
　次に薩摩スチューデントの話になりますが、ＮＨＫ朝の連
続テレビ小説「あさが来た」皆さん見ていらっしゃいますか。
私は毎朝連ドラをみてから出勤しています。最高視聴率を上
げていますが、そのドラマの中で一躍脚光を浴びた人物を
知っていますか。その名は薩摩藩士五代友厚です。五代友厚
の役を演じるディーン・フジオカはハンサムで、男も惚れる
ようなイケメン俳優です。世の女性、奥方から悲鳴が上がる
ほど超人気も視聴率に影響しています。
　五代は薩摩英国留学生使節団として欧州諸国で見聞を広め、
帰国後は大阪商法会議所（現大阪商工会議所）を設立したり
造幣局を大阪に誘致したことで知られています。大阪の恩人
と言われ、立派な銅像が大阪商工会議所の中に立っています。
　又、鹿児島市内にも銅像があることを御存知ですか？市
内長田町の出身ですから、80年まで長田陸橋の10号線の
カーブに建てられていました。私の薬局の前あたりでした。
81年から産業会館の前の泉町にある公園内に移動されてい
ます。鹿児島の経済団体が入る県産業会館、鹿児島の経済
界の安定と発展を見守るように立てられている。ドラマの
主役広岡朝子は明治大正の女傑と言われ、夫新次郎と共に
銀行、炭鉱、女学校の設立、日本で初めての生命保険会社
等を設立、事業を二人三脚で手掛けてきた。朝子は五代を
事業家の師と仰いできた。
　今、南日本新聞で「黎明をかける」と題してシリーズで薩
摩スチューデント16名の一人一人の帰国後の活躍を紹介して

います。私も昨年、いちき串木野市の
羽島港に建設された薩摩藩英国留学記
念館を見学しました。すべての資料が
陳列してあります。城山観光ホテルの

ロビーにも写真等が特別展示されています。
　私はかねがね、誰が16名の選択をし英国に留学派遣したの
か疑問でした。さつま人国誌で歴史作家桐野作氏が紹介して
います（12月28日の南日本新聞）。それは五代友厚なんで
す。五代友厚はご国家の為、薩摩藩の為９項目の提案、上申
書を提出しています。単なる項目の羅列だけでなく、その費
用算出と財源確保の方策まで示している。その３項目目に英
国留学生の派遣を提案している。当初は英国だけでなく仏国
への留学生派遣も想定した様である。更に五代は留学生16名
の選抜の内容を提案しています。非常に興味深いです。まず
４名を家老になれる上士層から選択する（一所持ち）。これ
は将来の重役候補である。次に軍賦役から２名。特に攘夷説
を唱える藩士３名。ヨーロッパに行けば攘夷がいかに愚策で
あるか理解してくれるというのである。面白いですね。他に
農業政策の為に郡奉行から１名、軍事専門家として２名、藩
校造志館から１名、絵師工作機械取扱いや絵図面に達者なも
の合わせて３名、藩士の各層から職能別の優秀な人材を派遣
したのである。又、16名の留学費用の算出もしていた。往復
運賃、150日間の滞在費用等、総額67,790万両。財源は上海
貿易の利益を与える五代の理財家としての片鱗がうかがえま
す。五代は死去５日前に本籍を鹿児島から大阪に移した。彼
の意を汲んで亡骸は大阪に送られ、葬儀には4,000人を超え
る弔問客が訪れたと言われています。
　英国留学生が明治初期の時代、国内外交において多大なる
影響を持ち活躍したことは言うまでもありません。長澤鼎は
13歳で英国へ渡り、２年後同じ留学生で初代文部大臣なった
森有礼と渡米。激しい労働生活を送り北米カリフォルニア州
の葡萄王となった。高品質のカリフォルニア産ワイン「ナガ
サワ」を製造（山形屋で販売されています）。国内最初の札
幌ビールを建設した村橋久成、パリ万国博の薩摩使節団の通
訳として活躍。五代の番頭として活躍した堀孝之、駐英公使
を経て外務卿になり神奈川県知事時代「電信の父」と呼ばれ
電信関係の近代化にも奔走した寺島宗則。ポルトガル・スペ
イン公使を務め、外務外次官としてパリに赴任した鮫島尚信。
特命全権公使として渡米した吉田清成、オランダ、イタリア
等欧州各国で領事公使を務めた。大学の識者達は明治初期の
外交は薩摩藩留学生がいて成り立ったと評価している。
　他県の人から見た薩摩武士の印象は「飛ぶが如く」「篤
姫」に見られる西郷、大久保に代表され、薩長連合盟約を結
び、鳥羽伏見の戦い、討幕、戊申戦争、大政奉還、明治政府
樹立、国内最後の内戦西南戦争を通じた薩摩藩士の勇猛果敢
な姿のイメージがある。このようなドラマを通じて、あの時
代に留学して諸外国の近代文化に触れ工業、商業、都市計画
等、諸外国との交流等に多大なる影響を与え、近代日本に西
洋文化の華を咲かした薩摩スチューデント。今までとは違っ
た薩摩のイメージを描くのではないでしょうか。僕の友達も
朝ドラを見て「明治初期に活躍している薩摩の男はすごいね、
素晴らしい人材がいるんだね」と反響を寄せました。
　すでに昨年の11月、五代友厚の銅像の見学に県外の高校修
学旅行生が訪れたとの紹介記事もありました。観光立県を目
指す鹿児島も指宿、霧島の温泉旅行主流から更に、世界遺産、
明治近代産業歴史遺産等の観光、日本の近代文化に尽力、諸
外国との交流等に大きく活躍した薩摩の若き群像の足跡の観
光、新たな薩摩の認識と理解を与え感動を覚える形の観光へ
と変貌していかなければならないのでないでしょうか。
　薩長同盟150年を記念して、市も県も大河ドラマの誘致運
動に走りだしたのは誠に歓迎の至りである。

前回例会出席率
72.41%



ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：米山ランチ
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）
　原田　正弘君（2日） 高岡　和也君（2日） 福山　孝子君（4日）
　林　秀之君（25日） 深野木　信君（26日）
結婚記念日お祝い
　西元　春義君（7日） 久米田　喜三郎君（16日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信１月号　②ロータリーの友１月号
２）掲示板　①12月度収支計算表　②忘年家族会収支決算報告書
３）情報集会開催について（1/7 FAX案内済）
　 期間：平成28年２月１日（月）～10日（水）
　 世話人→日時・場所が決まりましたら、事務局へお知らせ下さい。
４）本日例会終了後　例会場　40周年実行委員会開催

５）RCC例会　1/24（日）　指名出席者→川畑・奥・尾堂 各会員
６）次週1/25（月）　例会プログラム「職業奉仕賞授賞式」
出席報告：出席委員会　連続出席表彰　林　良昭君→22年
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：2016-2017年度副幹事について（報告）
　→副会長　丸山　修君　→小福田　博君に決定
３分間情報：友の見どころ→広報・雑誌・IT委員会
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出席報告

次 回 例 会　平成28年2月8日（月）

会員数 出席数 出席率

クラブ奉仕フォーラム
メイキャップをしよう！

1月18日のスマイル  小計 32,845円　2015～2016年度　累計 546,696円

●原田　正弘君／誕生日祝有りがとうございます。先が見えてくるとう
れしくもなんともないのが実感です。セブンツウになりました。77才です。
●青﨑　彰君／ 60の手ならいで始めました私の兄貴が入っています。
マイフェイバリットバンドの定期演奏会が、１月30日市民文化ホール
であります。県内ただ一つのサキソフォンだけのオーケストラバンド
です。国際大学の講師の土田まゆみさんのバンドでもあり、アマチュア
バンドですが音色はすばらしいものがあります。是非、無料です。ポス
ターを貼ってますので宜しく！！
●高岡　和也君／誕生日お祝いありがとうございます。早いもので
ロータリークラブでお祝いをしてもらうのも、今回で４回目になります。
当時は34歳でしたが、今年で38歳になりました。残り少ない30代を謳
歌したいと思います！！
●福山　孝子君／誕生日祝い、ありがとうございます。ついに還暦を迎
えました。下り坂を実感しております。ころげおちないように気をつけ
てまいります。
●西元　春義君／振り返ってみれば40年間、よく続いてきたもんだ。
感謝しています。（結婚日祝い）
●社会奉仕委員会／昨年12月21日（月）の社会奉仕委員会ラウンド
テーブルの残金をスマイルします。出席者は順不同で、宇都会長、池脇、
稲留、尾辻、川路、丸山、宮脇、森園、小福田の９名でした。

●鹿児島城西ロータリークラブ　畠田　実君／新年、あけましておめ
でとうございます。メイキャップをさせて下さい。
●深野木　信君／誕生日祝いありがとうございます。刺激の欲しい57
才です。
●栫　茂吉君／昨日17日、本年度の米山の新人の採用試験を行い６名
の新人を採用しました。朝９：00～夕５：00迄都城メインホテルであり
家に帰り着いたのは夜９：00でした。昨年・本年と中央RCの割り当ては
ありませんでした。
●林　良昭君／連続出席出来るのもロータリーのお陰と心から感謝し
て居ります。体調をくずさぬ様注意して頑張ります。ありがとうござい
ました。
●本坊　修君／昨日の全国都道府県女子駅伝の応援に行ってきました。
５位以内の入賞を目指しましたが13位でした。来年楽しみな選手が何
名かいますので期待したいです。
●森園　千廣君／明けましておめでとうございます。会員の皆様、早々
の賀状ありがとうございました。まだ手の指が動かなくて返事が書け
ません。あしからず。本日は病院の診察日で例会欠席です。下半期もプ
ログラム委員長として宇都、深野木内閣を支えてまいります。皆様宜し
くお願い致します。

施設入院中の乳幼児に関する説明を受けた。
　その後、ローターアクト３名がサンタクロースやトナカイの
衣装に着替え、オモチャ、お菓子等のプレゼントを子供達に手渡
した。これらのプレゼントは、事前に乳幼児院の先生方が子供達
の希望に沿ったものを購入し、希望者各人の名前を付けて準備
頂いたものであり、全員の希望がかなう形となっている。
　なお、当日はＭＢＣ放送及び南日本新聞社からの取材を受け、
プレゼントを手渡す場面と委員長インタビューが翌日のＭＢＣ
放送で放映された。

（２）ＲＣＣ「犬猫と共生できる社会を目指す会」との連携の強化
　平成27年７月から、中央公園における毎月第２、第４日曜日
の同会例会に会員を派遣している。また、年末には同会作製のカ
レンダー 75部を会員に販売し、売買代金を送金した。

２　下期の計画
（１）上記１（２）ＲＣＣとの連携の強化

　引続き、同会例会への会員参加を継続する。
（２）鹿児島市内分区での合同奉仕プロジェクト及び地域社会に対
　　する奉仕活動について

　現時点での、具体的な計画は無い。

■ 国際奉仕委員会 委員長　川畑　英樹
　上期の報告としては、例年だと毎回訪問してるセ釜山RCの離就
任が今年は行わないとのことで、参加できませんでした。11月の国
際奉仕フォーラムは現在鹿児島中央ローターアクトの金会長に「日
本に暮らして思うこと」と題して卓話をしてもらいました。なかな
か、普段聞けない若者の忌憚ない話をきけてあらためて日本と韓国
の国際交流の大切さを思うしだいでした。
　下期は、次年度行われる、我がクラブ40周年事業の国際奉仕委員
会の担当事業をどう展開していくかを、委員会で話し合ってまいり
ます。

■ 青少年委員会 委員長　田中　和俊
　鹿児島中央ローターアクトクラブでは、会長キム・ナムスさん、幹事
ホーティー・ハーさん、会計岩切彦穂さんの役員体制で、現在総勢約
20名ほどのメンバーで活動しております。今年度から例会場を、フコ
ク生命ビルからサンデイズイン鹿児島に変更し、目標としていました
例会場の固定化をすることができました。年10回の例会場での例会
の際には、ロータリアンの指名出席を入れるようにいたしました。
　会員数は増えましたが、出席率は著しくなくキム会長も頭を悩ま
せているかと思います。会員は勤務先での異動や繁忙期等で、なか
なか水曜日の20時に集合が難しくなっているようです。出欠の返事
も返ってこない会員もいて、もう一度連絡の仕方や活動そのものの
見直しも必要かと思うところです。キム会長やハー幹事の次の役員
の育成も急務となり、下期においては更なる組織強化を図ることを
念頭に活動していきます。

■ クラブ管理運営委員会 委員長　丸山　修
　「クラブ管理運営委員会」は、従来「クラブ奉仕委員会」と呼ばれた委
員会で、まさに活動を一言で言い当てた名称です。このクラブ管理運
営委員会のもと、出席委員会、広報雑誌・IT委員会、親睦委員会、プロ
グラム委員会があり、基本方針、事業計画に従い活動して頂きました。
　出席率では川村出席委員長にしっかりと会員に呼びかけてもらいました。
　しかし当クラブホームクラブ出席率は市内10クラブ中では上位に
あるようですが、確定出席率は平均に至らないのが現状です。言い換
えればメーキャップ率の低さが原因のようです。これを２月８日のク
ラブ奉仕フォーラムのテーマとして取り上げたいと考えています。
　広報雑誌IT高岡委員長を始めとする委員の方々には「ロータ
リー友の見どころ」をかいつまんで非常に興味深く紹介して頂きま
した。下期もさらに期待しております。
　親睦委員会では吉村委員長を始めとする委員の皆様、比較的会員
歴の短い委員が多い中で、強いリーダーシップを発揮して頂きまし
た。例会の受付、特に納涼家族会、クリスマス忘年家族会、お見事で
した。下期も期待しております。
　森園プログラム委員長には会員卓話、特に外部卓話者の選定に努
力して頂きました。特にレディスデイ例会の卓話者については、的
を得た楽しいゲストを期待します。反省としてはSAAと協力して
例会の定時終了を目指します。
　私自身もプログラム委員会にかかわっており、下期も委員長とも
どもさらに魅力あるプログラム作りを目指します。

■ 職業奉仕委員会 委員長　橋元　隆
　上期の報告としまして、平成27年11月16日 月曜日に職場訪問例
会がありました。例会をジェイドガーデンパレス鹿児島で行い、職
場見学を鹿児島市立病院にて行いました。会員43名の参加で充実し
た見学ができたのではないかと思っております。
　屋上ヘリポートの設置、救命救急センターに隣接するＣＴ・ＭＲ
Ｉなどの検査室、24時間体制で高度な医療が提供されている様子を
見学させていただきました。
　下期の計画としましては、１月25日に職業奉仕賞授賞式を予定し
ております。該当者は療養通所介護事務所「みなみ風」の管理者 田
代夏子さんです。詳しい内容は来週の例会を楽しみにして下さい。 
　又、６月６日には職業奉仕フォーラムを予定しております。

■ 社会奉仕委員会 委員長　小福田　博
１　上期の報告

（１）鹿児島乳幼児院へのクリスマス訪問
　平成27年12月19日（土）13時から深野木幹事、中間会員及び
ローターアクト３名の計６名で訪問し、園田院長から施設及び
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