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平成28年2月15日　第1800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

本日のプログラム 職業奉仕賞授賞式・情報集会報告

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

クラブ奉仕フォーラム「メークアップをしよう！」クラブ奉仕フォーラム「メークアップをしよう！」

２月 平和と紛争予防／
紛争解決月間

会  長  の  時  間 宇都　和治
　皆さんこんにちは。先週は法事の為大事
な例会をお休みまして大変失礼いたしまし
た。
　節分が過ぎ立春を迎えたといえ、まだま
だ寒さの応える日々でございます。インフ
ルエンザも流行しているみたいです。風邪
などお召しにならないように「手洗い」
「うがいを」怠らないようお互い気を付けたいものです。
　節分をネットで検索しましたら節分は年一回でなく春夏
秋冬、季節を分けるという意味で４回あるという事です。
春夏秋冬の季節の始まりの前日は全て節分の日となるそう
です。
　特に一年の始まりが立春という事はその前の日は節分、
だから昔の大晦日という事になり、この日は１年の厄を
払って次の新しい年を迎えるという事で「厄除け」つまり
鬼に豆まきして邪気を払うようになったそうであります。
　この季節になるとこの俳句が浮かんできます。「梅一輪
一輪ほどの暖かさ」松尾芭蕉じゃなくて弟子の服部嵐雪が
詠んだ句だそうです。梅が一輪ずつ咲くことに気候も日に
日に暖かさをまします。春の花々に先駆けて咲く梅の花は
「花の兄」、又は「春告草」とも呼ばれているそうです。
又清少納言も枕草子で「あてなるもの（上品なものとし
て）梅の花に雪の降りかかりたる」景色を挙げて絶賛した
といわれています。情景が浮かんできますよね。
「あてなるもの梅の花に雪のふりかかりたる」
降り積もる雪の中でいちずに凛として咲く生きざまは自分

の人生、生き方に重ねて多くの人々の共感を呼ぶものです。
　我が西郷隆盛も漢詩の一節でこう呼んでいます。「耐雪
梅花麗」雪に耐えて梅花麗し、西郷隆盛はこの梅の花のよ
うに生きたいと願ってこの歌を詠んだと言われています。
　ここで面白いエピソードを紹介します。元大リーグのヤ
ンキースで大活躍し、帰国して再び故郷の広島カープで活
躍している黒田投手の話であります。
　高校時代は控えの投手で出番はなく、試合で投げて点を
取られようものなら三日も四日も草むしりとランニングを
させられたと言います。他にもすさまじい地獄の特訓を受
けてきたのです。今でこそ日本球界を代表する投手として
海を渡り、大リーグの名門中の名門ヤンキースで大活躍し
ました。ヤンキースの一員として最初のキャンプの時の
ミーテイングで、自分の好きな言葉として「雪に耐えて梅
花麗し」をチームに紹介したそうです。梅の花は寒い冬を
耐え忍ぶことで春になれば一番麗しく咲くつまり「苦しま
ずして栄光なし」そんなメッセージをチームのメンバーに
伝えたそうです。
　この黒田の座右の銘はヤンキースナインの間に浸透し、
漢詩「耐雪梅花麗」付けたトレーニンングシャツを着て練
習や試合に臨んだそうです。ドジャースとヤンキースで７
年間通算79勝防御率3.45、抜群の安定感で名門球団の先発
ローテーションを守り抜き、地元のメディアから真のエー
スとして評価されたそうです。４年連続２ケタ勝利は野茂
もなしえなかった日本人初の快挙であります。
　耐雪梅花麗「雪に耐えて梅花麗し」

前回例会出席率
68.97%

クラブ管理運営委員会
丸山　修 委員長
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・他クラブ例会出席
・Ｅクラブの活用
・地区行事への出席
　　地区大会
　　地区協議会
・分区の会合への出席
　　ＩＭへの出席
　　ライラへの出席
・RCC「犬猫と共生する社会を
　目指す会」例会出席
　　毎月第２・４日曜日
・鹿児島中央RAC例会出席

メークアップの方法は？
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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）
　本坊　修君（6日） 稲葉　直壽君（10日） 川村　浩嗣君（11日）
　三島　浩幸君（14日） 奥　智行君（17日） 林　良昭君（19日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信２月号　②ロータリーの友２月号
２）掲示板　①１月度試算表
３）本日学習会　例会後終了後　例会場
４）本日RT　18：30～ ごはんのじかん　担当：広報・雑誌IT委員会
５）地区チーム研修セミナー開催　2/13～2/14  指宿いわさきホテル
　　参加予定者：椨　茂吉君
６）2016-2017年度ロータリー手帳　ご予約受付について
　　一部　648円　５月下旬出来上がり予定
　　購入希望の方は、2/22（月）までに事務局へお申し込み下さい。
７）RAC例会　2/13（土）　薩摩焼陶芸体験（指名出席者なし）
８）RCC例会　2/14（日）　指名出席者→前迫・岡部・小原

９）観桜会　3/26（土）18：30～　サンロイヤルホテル
　　詳細決まり次第FAX案内いたします。
10）次週2/15（月）
　　例会プログラム「職業奉仕賞授賞式」・「情報集会報告」
　　例会終了後　40周年実行委員会開催予定
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報・雑誌・IT委員会
クラブ奉仕フォーラム
　司会進行　クラブ管理運営委員長　丸山　修君
　「メークアップをしよう！」
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前々回（１月25日）の補正
59名 40名

休  会
68.97%

出席報告

次 回 例 会　平成28年2月22日（月）

会員数 出席数 出席率

レディースデー例会
MBCタレント　柴　さとみ　様

「放送よもやま話」

ラウンドテーブル
担当：広報・雑誌IT委員会

参加者：宇都、宮脇、川畑、尾辻、森園、川村、稲留、高岡　計８名

日時：２月８日（月）18:30～
場所：ごはんのじかん

2月8日のスマイル  小計 25,069円　2015～2016年度　累計 590,765円

１月末に発売されたばかりの最新のPCをいれました。料金も流石に
豪腕経営者だけあられて、たたきにたたかれまして商売としてはあ
んまり儲けはありませんでしたが、先週の2/3に無事工事ができまし
た。大変感謝しております！ IHJは携帯電話だけでなく、オフィス機
器も得意ですのでご用命の際は皆様、何卒よろしくお願いします！
●川村　浩嗣君／結婚祝いありがとうございます。年１回、結婚してい
たことを思い出します。
●三島　浩幸君／結婚記念お祝いありがとうございます。バレンタ
インデーに、式をあげたのは覚えているのですが、何回目かは、忘れま
した。娘が成人式でしたので25～26回ぐらいでしょうか…。これから
も、アバウトではありますが妻につくす所存です。
●志賀　啓一君／２月１日、１班２班合同で情報集会を行いました。
議題以外のことも含めて交流を深め、大変勉強になりました。ありが
とうございました。

●久米田喜三郎君／結婚お祝いありがとうございます。これからも
末長く家内を大切にしていこうと思います。
●林　良昭君／結婚後54年を経過しました。ワイフのおかげで万病
を越えられたと感謝しています。皆様に祝していただけることに心よ
りお礼申し上げます。
●本坊　修君／結婚祝い有難うございます。昭和46年２月６日雪の
降った日に結婚式でした。
●本坊　修君／今年72才になりますが友人がポツリポツリと欠ける
のが淋しいです。
●稲留　宏君／情報集会では「ごはんのじかん」をご利用いただきま
してありがとうございます。今週は、バレンタインウィーク。天文館に
チョコレート回収の際には是非是非お使い下さい。また訳あって自
宅に持ち帰れないチョコなどございましたらご遠慮なく「ごはんのじ
かん」にお持ち込みください。今週も秘密厳守そして張り切って皆様
のお越しをお待ちしております。感謝です。本日ラウンドテーブルも
ございます。たくさんの参加お待ちしております。
●高岡　和也君／今回、中央RC事務局のパソコンの調子が悪かった
ことと、コピー機が古かったことで私の会社IHJにて入れ替えの注文
を頂きました。深野木幹事に最初はPCはなんでもよいとのことでし
たが、後から国内メーカーでないと駄目、ハードとモニターは一体型
でなく別々でないと駄目など、どんどん注文が多くなり、結局先月の

クアップとして有効とみなされる。
●　本クラブ理事会承認の「クラブの奉仕プロジェクト」ま

たはクラブが主催した地域の行事や会合に参加すること。
●　本クラブの理事会の会合、または理事会が承認した場合、

指定された奉仕委員会の会合に出席すること。
●　国内で長期出張の場合は出張先の指定クラブに出席し、

指定クラブ幹事から所属クラブに通知することによって
所属クラブに出席と記録される。

●　本クラブへの報告は出席報告書でも口頭でもよい。

欠席補塡 Make-up for Absence
　例会に欠席の予定、または欠席した会員は本クラブの前々
回の例会の時刻から欠席例会の定刻まで（事前メークアップ）、
または次々回の例会の定刻まで（事後メークアップ）に、ど
こかのロータリー・クラブの例会または認められるロータリー
会合への出席によって、その欠席を補填することができる。
この場合、
●　訪問クラブは仮クラブでもよい。
●　例会出席の目的で定刻に例会上に出向いたが、例会時間

と場所が変更になっていたときも認められる。
●　また、RI会長が主宰するロータリー国際大会、規定審議会、

国際協議会または（RI理事会の承認を得た）他の会合、RI 
の役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリー用務
に携わっている場合等、および地区ガバナーが主宰する地
区大会、地区協議会、都市連合会等またインターアクト、
ロータリーアクト、ロータリー地域社会共同体（仮を含
む）の例会出席、本クラブ理事会が正当に承認したロータ
リー用務に従事している場合、等が主である。

●　会員が14日以上海外旅行の場合、他国で例会出席すれ
ば出席規定に定められたメークアップ期間に拘束されな
い。従って海外旅行中、本クラブに欠席した例会のメー


