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４月 母子の健康月間

　2016年３月５日、６日　PETSに行って
きました。２日間鍛えられました。
　開催場所は大重勝弘ガバナーエレクト
の地元指宿市、指宿いわさきホテルです。
2730地区の会長エレクト65人、多数のパ
ストガバナーの方々、ガバナー補佐、地
区委員を含め総勢105人の出席でした。
　「腹を決めなさい。」の言葉で始まりま
した。会場の雰囲気がガラッと変わった
ようでした。
　さて、次年度RI会長はジョン・ジャーム氏です。アメリカ、
テネシー州チャタヌーガRCの出身です。
　まず、RIテーマが示されました。RIテーマとは、「年度目標」
とロータリーの「奉仕の理念」の実現に最も重要なロータリー

年度RI会長の全世界のロータリアンに
対するロータリーメッセージのことで
す。
　それは「人類に奉仕するロータリー」

です。「Rotary Serving Humanity」を訳したものです。
　非常に簡潔明瞭で良いRIテーマだと思います。
　ところで、ポール・ハリスが111年前にロータリーを創設
した目的は価値観を分かち合える人を見つける事、誠実さ、
多様性、寛容、友情、平和を信じる人々と出会うことでした。
　それからロータリーは変革を遂げ、時代の変化に対応して
前進をし、そして、多様性を強みとするロータリーは、今も
職業分類を基本としています。高い倫理基準は時代を超え
た価値観であると信じるわたしたちは、今も「４つのテスト」
を壁にかかげ、そして何よりもポール・ハリスが信じたのと
同じように、人生の最大の目的は人類に奉仕することだと信
じ、2016ｰ17年度ロータリーのテーマはシンプルに「人類に
奉仕するロータリー」と致しました。と書かれております。
　また、ガバナー理念が2016ｰ17年度大重勝弘ガバナーより
示されました。それは、「ロータリーを楽しもう」です。楽
しくなければロータリーではない。楽しみは、自分で作り、
他人に期待してはいけない。
　１、ロータリーを解り易く教える
　２、ロータリーの会員がProfitsを実感できるロータリー
　３、「入会させてください」と言われるロータリー
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本日のプログラム 会員卓話＝石﨑信一郎君
　　　　　「積水ハウスのＣＭソング変遷」
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「会員増強で創立40周年を荘厳しよう」
　春３月！昼間はほんとに暖かいですが、
夕方からは寒さを感じる今日この頃です。
一気に桜が開花したようです。薩摩川内市
の入来小学校では、スペースシャトル・エ
ンデバー搭載の種から発芽した桜が咲いた
とのニュースが有りました。200粒８か月宇
宙に滞在した種を植樹から４年の歳月をかけて見事に開花し
たものである。新しい桜の名所になるか？
　土曜日は楽しい「観桜会」。ご苦労様でした。色々と準備
いただきました吉村親睦委員長はじめ、親睦委員の皆様感謝
申し上げます。
　北海道新幹線が開通して日本列島が繋がりました。2000キ
ロ11時間の旅。冬の北海道から春の鹿児島まで四季の変化を
眺めることが実現。普通指定席で49,130円。早速一番列車で
新函館駅からＪＲ鹿児島中央駅まで、初の新幹線による日本
列島縦断の若者５人のグループが到着したとの報道が新聞で
紹介されていました。やりましたね！
　３月号の月信を見たらガバナーも人の子。私たち会長幹事
と思いは今の時期一つだなと感じましたが、しかし見事に見
透かされました。ガバナー曰く、今年度も残り４か月となり
ました会長幹事は、もう大体終わった？との思いが芽を出し
ます。このような思いが芽を出すと何よりもモチベーション
が低下します。年度クラブ目標も低下します。「残り４か月？
一勝負」その心意気が大事ではないでしょうか。叱咤の文字
が躍っていました。

　ここで皆さんに「もう一勝負」会員増強に一肌脱いでいた
だきたいと思います。川村、宮嶋会員が転勤されますが、後
任を必ず紹介されるという事で、入れて現在59名。ここに掲
げてある「やるぞ60名」。スタート時点でプラス２を掲げた
62の数字まであと３名。最低でもあと１名「60名」達成して
クラブ創立40周年事業に花を添え、丸山年度にバトンタッチ
したいと思います。全員がこの思いに立てば退会防止にもつ
ながると思います。私も現在２名の方に「ベストフレンド」
の小冊子をプレゼント。「ロータリーの友」「月信」も持参し
入会啓蒙を実践しております。来週は一人「例会見学」に約
束とれました。必ず入会まで持っていきたいと思います。全
員が「ベストフレンド」の小冊子をお持ちと思います。どう
か種を植えなければ芽は出ません。友人、知人の方にあらゆ
る人脈とネットワークを生かし、「ベストフレンド」のプレゼ
ントを実践していきましょう。ロータリーのことを少しでも
理解し、それが縁でいつかは芽を出してくれると思います。

「会員増強下種運動」を展開してまいりましょう。
　今月のロータリー月間のテーマは「水と衛生月間」です。
簡単にインドの実情の一端を紹介しますと、インドのトイレ
の普及率は80％。田舎に行くと50％～ 70％。このことは地下
水に排泄物が浸透し、飲料水に影響を及ぼし極端に衛生状態
が悪くなり、特に乳幼児の死亡率が高くなる。本当に深刻な
問題です。更に学校にトイレがないことで女子生徒は登校を
敬遠する。その結果、識字率も低下する。日本では考えられ
ないことです。地域社会における安全な水の公平な提供、衛
生設備や衛生状況の改善、「水と衛生の重要性」について地
域住民の認識を高めるための専門家派遣（技術、衛生知識等）
のプログラムです。　以上

前回例会出席率
61.82%

丸山　修



Rソング：「我らの生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布
２）掲示板
３）2016－2017年度  地区研修協議会開催について
　 日程：平成28年５月22日（日）　8：30～
　 場所：指宿市民会館
　 ※次年度委員長の皆様参加よろしくお願いいたします。
４）本日のラウンドテーブル　18：30～　海南風
　 担当：プログラム委員会
５）次回例会プログラム
　 ・4/4（月）　会員卓話＝石﨑信一郎君
　　　　　　　　　　　「積水ハウスCMソングの変遷」
　 ・定例理事会　例会終了後開催

６）RT変更について
　 4/25（月）RT⇒「海江田順三郎君米寿のお祝い」
　　　　　　　　18：30～　アーバンポートホテル
　※詳細後日FAXいたします。
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：交流委員長＝池畠　泰光君
　　　　　　　　　　　 「会津若松西RC訪問について」
卓話：会員卓話＝丸山　修君「PETS報告」
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・社会奉仕フォーラム　・内村ガバナー補佐訪問

ラウンドテーブル
担当：プログラム委員会
日時：３月 28日（月）18:30～　場所：海南風
参加者：丸元、森園、丸山、尾堂、吉田　計５名

池畠　泰光 交流委員長池畠　泰光 交流委員長 海江田　順三郎 PG海江田　順三郎 PG

●南ロータリークラブ　福岡　一信君／貴重な時間を頂き、南
ロータリークラブ主催の第７回「児童虐待防止」のイベントの案
内をさせて頂きに参りました。今回は趣向を変えて、劇形式で考
えて頂くことにしました。日時は来月４月17日（日）午後１時30
分より、鹿児島青少年会館です。多数の参加をお願いします。
●宇都　和治君／結婚記念日お祝いありがとうございます。ええ
結婚してから40ウン年あっという間でした。今の心境をサラリー
マン川柳で表すとピッタシの句３句ありました。紹介します。
　「いい夫婦　今じゃどうでも　いい夫婦」
　「バラに似て　妻も花散り　トゲ残し」
　最後にもう一句　「先寝るぞ　やすらかにねと　返す妻」　以上
●深野木　信君／観桜会を欠席してすみませんでした。息子の
大学院卒業の祝福のため上京していました。東京大学の次に息子
が選択したのは、吉本興業が運営する「よしもとクリエイティブ
カレッジ」。４月から１年間、漫才のネタ作りや企画、発想法など
を学びます。どんな成長をみせてくれるのでしょうか？
●海江田順三郎君／結婚記念のお祝いを頂き有難うございまし
た。昭和31年の今月、挙式してから60年目のダイヤモンド婚式を
迎えました。５年後のサファイヤ婚式まで家内と元気でいたいと
願っています。

●丸元　貞夫君／先週末3/26（土）の観桜会にて、私と女房二人
同時に素晴らしい景品が当たりました。流石、おしどり夫婦です。
※巨人が開幕３連勝しました。大喜びでスマイルします。
●里　良男君／結婚記念日お祝い有難うございました。これから
は、捨てられないよう努力します。
●原田　正弘君／結婚祝い有難うございます。今年50年の金婚
式でした。なんとかけんかをしながら今日まで続きました。私は
108才まで生きる予定です。今から30年仲良くしていきたいと思
います。
●丸山　修君／結婚お祝い有難うございました。36年経ちました。
お互いに年を取って共同生活を送れる事の幸せを感じています。
林内科胃腸科40周年の講演会、コンサート素晴らしい時間を過
ごさせて頂きました。バイオリン、ピアノ演奏ともにすばらしい
ものでした。ストラディバリウス、スタインウェイの名器での演
奏でしたが、演奏家の技量がものすごく、堪能しました。音程の確
かさ、ビブラート、ボーイング、見ていて素人ながらア然とするば
かり。林病院のこれからの益々のご発展をお祈りします。
●竹添　寛君／誕生日祝いありがとうございます。還暦まであと
数年。しばらくは若い50代を目指します。尚、本日来客打合せの
為早退しますので、お詫びを兼ねてスマイル致します。
●宮脇　謙舟君／結婚記念日お祝いありがとうございます。来年
もいただけます様、がんばります。
●川村　浩嗣君／先日はお忙しい中、送別会を開いていただき
ありがとうございました。三年間本当にお世話になりました。こ
れからも例会出席お願いします。宮嶋さんも草葉の陰からお礼を
言っていることと思います。
●宮嶋　文昭君／誕生日お祝いありがとうございます。合同例会
には、本社会議で出席できません。申し訳ありません。このスマイ
ルが最後になります。三年間ありがとうございました。
●吉村　隆博君／先日の観桜会には多忙にもかかわらず多数の
参加を頂きありがとうございました。花の無い観桜会に原田会
員ご夫婦のお話で花を添えていただき感謝致します。尚、ロマン
チックなお話しも語り手によってはああも崩れる事を改めて勉
強しました。

姉妹友好クラブ「会津若松西RC訪問について」姉妹友好クラブ「会津若松西RC訪問について」

次 回 例 会　平成28年4月11日（月）

3月28日のスマイル  小計 55,000円　2015～2016年度　累計 722,774円

地区活動方針
　１、地区理念「ロータリーを楽しもう」のもとRIテーマ重
　　要事項の実現を図る。
　　１）ポリオ撲滅活動に協力
　　２）会員拡大増強と維持
　　３）ロータリー財団への寄附と地区補助金積極的な活用
　　４）公共性と認知度の向上
　　５）会長賞への全クラブ参加
　２、米山奨学会事業へ理解と支援
　３、地区とクラブ、そしてクラブ間の情報伝達
　４、研修の充実（RLIへの参加と活用）ロータリーリーダー

　　シップ研究会
　ガバナー公式訪問は以下の通りです。
　　　10月17日（月）予定
　　　11：00～12：15　会長・会長エレクト・幹事　懇談会
　　　12：30～13：30　例会
　　　13：30～13：50　記念写真撮影
　　　13：50～14：50　クラブフォーラム
　　　内容　職業奉仕について
　いろいろ書きましたが、私自身の消化不良もあり100％お
伝えできないのが残念です。次年度に向けて精一杯やりま
す。会員の皆様のご支援ご鞭撻よろしくお願いします。


