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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 ゲスト卓話＝日本銀行鹿児島支店長　中村毅史様
　　　　　「最近の経済情勢について」

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

内村文泰ガバナー補佐　卓話内村文泰ガバナー補佐　卓話

会  長  の  時  間 宇都　和治

「皆、新入社員の如く新進気鋭の春のス
タートを」
　月信４月号に我がクラブの活動が「ト
ピックス欄12P」に紹介されました、新
春合同例会の模様と鹿児島乳児院訪問の
活動記事です、是非ご覧ください。
　雅に春！！桜花爛漫、桜、レンギョウ、岩ツツジ、ユキ
ヤナギ、芝桜等競って咲き乱れています。
　４月は新入社員の、ハツラツとした、みずみずしいスー
ツ姿があちこちに見られ、何か元気を頂いた感じになりま
す。ダレかぶった古参の社員が益々しおれて見えますが？
　それぞれの会社で入社式が行われている季節ですが、
県内の企業トップの社長訓示が新聞に掲載されていまし
た。皆さんも見られたことと思いますが、参考までに簡
潔に紹介したいと思います。
　山形屋の岩元修士社長は心構えとして２点強調してい
ました。①お客様の喜びを自分の喜びとする心を実践する
事。②チャレンジから逃げる人は失敗は無いが成長もな
い。チャレンジし続ける勇気に期待する。
　南国殖産の永山在紀社長は３点訴えていました。①いか
なる経済環境下でも発展する企業である為には一人一人
が全員経営という意識を持つことが必要。②明確な目標を
持ち全力で取り組む。更にチームワークが大事だ。③自己
責任が求められる社会人として法令や社内規則、モラル

を守る人になること。
　岩崎産業の岩崎芳太郎社長は二点。①人口減少に入り都
会と地方の格差は拡大している。経営環境はますます厳
しくなる。だから常に危機感を持ってほしい。
　②常に向上心を持ち、正解の無い問題に挑戦してほし
い。そうすればあなたたちの未来は開けるし、会社地域
にとっても大きな力になる。紹介でした。

　４月のロータリー月間、重点分野の強調テーマは「母
子の健康です」。
　意味とするところは、「５歳未満の幼児の死亡率と罹患
率の削減」、「妊婦の死亡率と罹患率の削減」であります。
　具体的には、より多くの母子に対する基本的な医療サー
ビスの提供、保健従事者を対象にした研修、保健ケア等
の提供、母子の健康に関連した仕事に従事することを目
指す専門職業人の為の奨学金を支援する等です。
　一つ驚いたのはつい先日、「子育て世代の貧困率」が発
表されていました。なんと沖縄、大阪に次いで鹿児島は
全国３位、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世代の
割合が２０.６％、５年で５.８ポイント悪化とのことです。
貧困の定義は「生活保護の基準となる最低生活以下で暮
らす世帯を貧困と定義」するとあります。
　このような貧困率の低下は当然「母児の健康」に大き
く影響されるはずです。
　ロータリーの100$の財団の寄付の少なくとも50％はこ
のような世界中の奉仕活動につながっています。

　先日４月３日の日曜日は仙巌園で恒例
の曲水の宴が開かれ、短歌の演者として
参加いたしました。このイベントは中国
から日本に伝わり平安時代から始まりま
した。今回で22回を迎えた今年の曲水の
宴は、昨年世界文化遺産に登録された明
治日本の産業革命遺産に関わりのあった８人を、演者が
それぞれの心情を短歌にしたためて古式にのっとり行わ
れました。今年の御題は「人」で、私は次のような歌を
詠みました。「若人に上町の歴史語り継ぎ　未来の扉開け
てと願ふ」
　また、３月３・４日は鹿児島ロータリークラブの主幹
で青少年指導者育成プログラム・ライラを開催いたしま
したが、市内各クラブの協力もあり無事終了いたしまし

た。皆様のご協力に感謝致します。
世界遺産がメインテーマでしたが興
味深い話に研修生も感動し、意義深

いライラとなったと思います。
　さて今年度も最後のガバナー補佐訪問となりましたが
大変お世話になりました。RIのテーマ「世界のプレゼン
トになろう」でしたが、野中ガバナーの「例会の充実と
クラブの増強」は順調にいきましたか？ガバナー補佐と
して如何ほどのお手伝いが出来たのかを振り返りますと
反省点ばかりで、申し訳ないことばかりだったのではと
思います。ロータリーの基本は職業奉仕にあることはい
うまでもありませんが、職業を通じて社会に奉仕するこ
とは各人各様色々な形があると思いますし、クラブとし
てのアプローチもそれぞれだと思います。多様性があっ
ていいと思いますし、結果誰かの或いは地域、世界のた
めに役立てばそれが正解だと思います。次年度もいよい
よ走り出します。後顧の憂いなく万全の準備をしてスター
トしてください。また、今年度は６月までもう少しあり
ますが引継ぎを含めて、今年度計画したことは年度内に
結論或いは次年度にひきつぎ出来るよう最後まで気持ち
を切らさないよう頑張って下さい。皆さんの活躍とクラ
ブの更なる発展を期待して今日の卓話を終わります。前回例会出席率

65.45%



国歌斉唱：「君が代」
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
ゲスト紹介：鹿児島市内分区　ガバナー補佐　内村文泰様
会長挨拶：会長　宇都　和治君
結婚記念日お祝い：
　加島　繁君（１日） 前迫　実君（５日） 池脇　剛君（８日）
　深野木　信君（９日） 椨　茂吉君（10日） 神野洋介君（16日）
　森園千廣君（16日） 福山　孝子君（26日） 橋元　隆君（29日）
　吉田健朗君（29日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①ロータリーの友４月号　②緊急連絡網
　　　　　　　 ③2016-2017年度　理事役員委員会構成表
２）掲示板　　　①３月度収支計算表　②観桜会収支決算書
３）40周年実行運営委員会　本日例会後　於：例会場
４）ラウンドテーブル　本日18：30～　於：ごはんのじかん
　　担当：職業奉仕委員会

５）次週　4/18（月）例会プログラム
　　ゲスト卓話＝日本銀行鹿児島支店長　中村　毅史　様
　　　　　　　　「最近の経済情勢について」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報・雑誌IT委員会　新名主　聡君
内村G補佐：内村文泰君
社会奉仕フォーラム：テーマ「今後の新たな社会奉仕活動について」
社会奉仕委員長＝小福田　博君
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第1807回例会
前々回（３月28日）の補正
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出席報告 会員数 出席数 出席率

会員卓話＝川畑　英樹君
　「電力自由化について」

4月11日のスマイル  小計 42,594円　2015～2016年度　累計 786,378円

持って来ていただければ、25日の卓話の時にお渡しすることができます。
●平山　勢津子君／本日、内村ガバナー補佐をお迎えしたことをうれし
く思います。訪問を歓迎しスマイルいたします。
●田中　和俊君／先週お休みをしてしまいましたが、誕生日祝をいただ
いておりました。47才になり、以前のようなパワーがなくなっているのを
実感する毎日です。先輩方を見習って元気にがんばりたいと思います。
ありがとうございました。
●池脇　剛君／結婚記念日祝い有難うございました。最近はかかあ天
下の家庭がふえているようですが、我家はあくまで亭主関白をつらぬい
ています。
●吉田　健朗君／結婚お祝いありがとうございます。あらためて指折り
数えてみたら今月末の結婚記念日で10周年でした。なにかしらお祝いし
なくてはと今日気づかせていただきました。ありがとうございます。
●加島　繁君／結婚記念日は憶えやすい日と言うことで４月１日結婚
式を挙げましたが４月１日は入社式など飲み会や行事が多く、まともに
家に帰った記憶がありません。さらに４月１日は４月バカと言われバカ
夫婦と呼ばれていますが、37年続いています。妻に感謝でありがとうご
ざいました。
●志賀　啓一君／本日をもって学校法人志學館学園の設置する全ての
学校・保育所の平成27年度卒業式・卒園式並びに平成28年度入学式・入
園式が全て滞りなく挙行できました。学生・生徒・園児の輝かしい未来を
祈念しますとともに、この２ヶ月休みがちでありましたことのお詫びもこ
めて、スマイルさせていただきます。
●親睦委員会／観桜会残金をスマイルします。

●内村　文泰君／最後のガバナー補佐訪問となりました。特に宇都会
長、深野木幹事には市内会長・幹事会の世話クラブとして特にお世話に
なりました。感謝してスマイル致します。
●深野木　信君／結婚記念日のお祝いありがとうございます。28年目
になります。息子がお祝いのために帰ってきてくれ、賑やかで心に残る
記念日となりました。
●椨　茂吉君／結婚祝い有難うございます。
●丸元　貞夫君／誕生祝、有難う御座いました。４月30日で、満76才に
なります。一廻り上のレジェンド海江田先輩を目指して、公私共々頑張り
ます。
●尾立　六市君／先月の結婚祝ありがとうございました。35年経ちまし
た。結婚時代は妻を腕枕でしたが、最近はネコを腕枕です。妻には返事
がはい！かYESのどちらかの返事になっています。
●前迫　実君／結婚祝ありがとうございました。36回目となりました。
仮面の夫婦を演じてでも永続きさせたいと思っております。がんばりま
す。
●橋元　隆君／結婚記念日祝いありがとうございます。昭和63年に結
婚しましたので、平成の年数と同じだから、いい加減年数を覚えなさい
と妻にがられました。今年一年よろしくお願い致します。
●川畑　英樹君／再来週25日の例会で会員卓話をさせていただきます
が、もし自宅や会社の電気代がいくら安くなるかのシュミレーションを
知りたい方は、来週18日の例会に今払っている九電の領収書をひと月分

次 回 例 会　平成28年4月25日（月）

社会奉仕フォーラム報告
第１班
⑴プロバスクラブの活性化
理由：現在活動休止状態。先ほどの「新隠
居論」にもあるように経験豊富な方の活動の
機会を設けたい。
⑵ローターアクトクラブの活性化
理由：上記と同様で若い人の活躍の機会を
設けたい。
第２班
⑴RCCの見直し
理由：関わり方、成果
⑵発達障がい児への支援
理由：発達障がい児（本人、親）
⑶盲導犬支援、介護犬支援
理由：社会ニーズはあるもののライオンズ等と重複
⑷献血
理由：血液不足は恒常的、まんねり化、400cc
第３班
⑴40周年記念事業として赤崎先生の記念碑を
建てますが、そのフォロー事業を何か考えて
はどうか。青少年の教育に資する講演会等
⑵以前行っていたバリアフリー天文館に代わ
る障がい者支援の事業を考えてはどうか？

第４班
⑴乳児院訪問について
理由：委員だけでなく、順番で参加できる様
にしてほしい。機会を下さい。
⑵犬猫
理由：例会での立ち位置がない。何をしたら
良いか解らない。
⑶ロータリーをアピールするとともに、自ら
の自覚をするような活動を。
理由：健康相談・学校にて就職相談・進学相
談・記念碑等の清掃等
第５班　基本的に現在の活動を充実させたい。
⑴犬猫と共生できる社会を目指す会の支援の拡大
理由：現在、指名出席とカレンダー購入が中
心だが、もっと支援を拡大してあげたい。
⑵鹿児島乳児院訪問の夏または秋の実施
理由：クリスマスだけでなく、夏場か秋あた
りにプレゼントをもって訪問したい。
⑶プロバスクラブの復活の検討
理由：アッセンブリーにも記載があるので、
できれば活動したい。
第６班
⑴他のクラブの実施していない活動を
・飲酒運転防止活動　・交通遺児支援　

・春、秋の交通安全活動への参画
第７班
⑴明治維新歴史スポットの清掃（城山、西郷
像、大久保像・他）
理由：２年後が明治維新150年で、市も県も動
き出している。県外の観光客が気持ちよく過
ごせるように班を分けてスポットを決めて清
掃する。
第８班
⑴新世代委員会と連携をとって
理由：具体的な活動ではないですが、RIの
グローバル補助金を活用したプロジェクトを
国際奉仕委員会と連携して検討してみる。
青少年子供たちとお年寄りとのコミュニケー
ションの場を提供する。

ラウンドテーブル　　担当：職業奉仕委員会
日時：４月 11日（月）18:30～　
場所：ごはんのじかん


