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■ 高岡　和也
　２０１６.５.２２(日)鹿児島県指宿市の指
宿市民会館にて国際ロータリー第２７３０
地区 地区研修・協議会が行われました。
本会後に参加した分科会の報告いたしま
す。私は、次年度の青少年委員長であるこ
とから、奉仕プロジェクト部門の分科会に
参加しました。奉仕プロジェクト委員会は
５つの委員会から構成されており、各地区
委員長の方々から基本方針や年間計画の説明がありました。
各委員会の役割について、簡単に説明します。①青少年奉仕
委員会は奉仕プロジェクト部門の５委員会を情報を共有し
ながら、可能な限り横串で1本化した奉仕活動や親睦、相互
の委員会の理解を促進するまとめ役の存在です。②ライラ委
員会：RYLAとは１４歳～３０歳までの男女を対象にリー

ダーシップ・健全な市民・自己啓発の
３点を主眼としたロータリー自身が立
案・企画・実施をする研修プログラム

である。ライラの支援が主な役割である。③インターアクト
委員会：インターアクトクラブは次世代を担う１２歳～１８
歳までの男女を対象にしたロータリーのプレクラブ、それの
支援。④ローターアクト委員会：ローターアクトクラブは１
８歳から３０歳までの若者で構成されており、将来のロータ
リアンに最も近いクラブであり、提唱するロータリークラブ
と共にロータリーの理解を深め、奉仕の精神を育て地域の
リーダーを目指すクラブ。⑤青少年交換委員会：現在、毎年
約８０００名以上の青少年交換学生が母国を離れ、およそ８
０カ国で生活し勉学に励んでいます。その交換学生の支援
活動。２０１５－２０１６年度、２７３０地区では２名（延岡・
宮崎西）の派遣と２名（カナダ・スウェーデン）の受入をし
ています。２０１６－２０１７年度も２名（都城北・加世田）
の派遣と２名（カナダ・ポーランド）の受入が確定している
とのことです。
　私は、継続的なロータリークラブの維持活動を考慮する
と、青少年の時代からロータリーに触れさせて、理解を深め
ることは、将来の有望なロータリアンの育成に繋がることだ
と思います。一年間、やりがいをもって青少年委員長を務め
ようと思いました。

職業奉仕フォーラム
「今後の新たな職業奉仕活動について」
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会  長  の  時  間 宇都　和治
４０周年記念事業の第１弾いよいよ開幕！
　毎年楽しみなサラリーマン川柳ベスト１０
が発表！紹介しましょう。
　第１位は様々な場所に飛んで行ける小型
無人機「ドローン」と姿をくらますドロン
を見事に掛け合わせています。
１位：「退職金　もらった瞬間　妻ドロン」
　次は中高年男性の家庭内での悲哀をつ
づった句が共感を得ました。
２位：「じいちゃんが　建てても孫は　ばあちゃんち」
４位：「娘来て　誰もいないの？　オレいるよ」
　親父が厳然といるのに存在さえ見えない
８位：妻が見る　「今日の料理」　明日も出ず
　料理番組見ているが料理は作らない。
　先週の５月２４日、赤﨑　勇ノーベル賞受賞記念碑除幕
式は天気を心配しましたが、無事雨も降ることなく大成功裏
に終わり、大変に有難うございました。高齢の中、遠路はる
ばる御夫婦でご臨席いただいた赤﨑博士は喜色満面。本当
にお元気な姿で安心いたしました。
　実行委員長の海江田ＰＧには何から何まで、本当にご苦
労おかけいたしました。海江田ＰＧの労苦なくして記念碑建
立は実現しなかったとあらためて思う次第でございます。有
難うございました。直径九〇センチ円盤形の石に赤﨑さん
が若者に向けて語りかける本人筆跡で「本当にやりたい事
をやりとげる　あきらめない心を」が刻まれています。皆さ
んはもう見られましたでしょうか。多くの市民の皆様の目に
留まる最良の場所であります。なかんずく郷土の青少年の目
に留まれば第二第三の赤﨑博士を目指す青少年の「道しる
べ」になることは間違いない。製作、並びに記念式典除幕式
の準備、進行に陣頭指揮にあたって下さった前迫直前会長

にも大変ご苦労おかけいたしました。見事な立派な記念碑、
誠にありがとうございました。
　赤﨑教授も謝辞の中で、このような立派な記念碑を「真
の故郷鹿児島に又、二中時代の通学路に建立していただき
無上の光栄」と感謝の言葉を述べられました。ＮＨＫはじめ
各ＴＶ局、新聞各社マスコミ等も大々的に報道。私の所にも
２日間にわたり祝福のメールや電話等が３０本以上かかって
きました。反響の大きさに驚いた次第です。
　ロータリーの公共イメージ委員会の役割に「ロータリーを
一般の人々に広めロータリーのプログラムへの理解、評価を
高め、ロータリーの好ましいイメージ作りと認知度を推進す
る」とあります。メディアによる今回の報道は大きく、鹿児
島中央ロータリーの存在、目的の一端を果たせたものと確信
しました。除幕式での主催者挨拶でも述べましたように、ク
ラブの４０周年記念行事として企画しました。赤﨑博士の
ノーベル賞受賞記念碑建立は、海江田実行委員長がインタ
ビューで「不撓不屈の精神を継承し、第２第３の赤﨑博士
を目指す青少年の道しるべ」としてほしいと、建立目的のこ
とを端的に述べられました。ロータリーの重要奉仕プロジェ
クト部門の「青少年奉仕活動」にまさに適うものであります。
　昨日の夜ソウルで国際大会の前夜祭（地区ナイト）が開
催されました。
　２３５名の参加者でありました。そこで今回の授賞記念碑
除幕式の模様を野中ガバナーにご報告致しました。当日の
夕方のＮＨＫローカルニュースを携帯ビデオで紹介。ＮＨＫ
は除幕式の一部始終の流れを詳しく編成されていましたの
で、ガバナーは「これはすごい事でしたね、鹿児島中央ロー
タリーの公共イメージが見事認知されましたね。」と、絶賛
の評価をいただきました。
　市内クラブはもちろんのこと２７３０地区の人からも大変
喜んでいただきました。以上
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会員卓話＝加島　繁君
　「地方における制作プロダクションの進め方」

次 回 例 会　平成28年6月13日（月）

■ 中間　貴志
　５月２２日指宿市民会館で開催されまし
た地区研修・協議会に参加しました。午後
からは分科会で、私はクラブ管理部門の出
席推進・フェローシップ（親睦）委員会に
出席しましたのでご報告します。
　テーマは、例会を楽しいものにして出席
を増やそうというもので、出水RCの森代
武志委員長の講義の後、グループディスカッションにより、
各RCでどのような工夫を行っているか話し合われました。
　その結果、昼間に出席できない会員のために、月２回は夜
間に例会を行っているとか、例会前に会員同士のコミュニ
ケーションの場となるようにコーヒーサーバーを置いている
などの工夫が発表されました。当会では、夜はRTですが大
体のことはすでに実行されているなと思いました。

■ 長濱　まや
　まずは当日電話で起こしてくださった上
野さんに感謝申し上げます。
　地区研修・協議会は参加すると地区全
体の情報や個別に他のクラブの話を聞くこ
とが出来るので、まさにRCメンバー同士
の情報交換の場であることを感じます。
　当日の野中ガバナーの挨拶で、「大重勝
弘ガバナーエレクトは地区ガバナー理念を掲げている。そ
れは「ロータリーを楽しもう」である。素晴らしい理念です。」
と話されました。クラブ充実を発展させるために、この理念
のほかに何があるのでしょうかと。私も心からそう感じまし
た。ジョン・ジャーム会長の年度テーマ「人類に奉仕するロー
タリー」というのもロータリーらしく素晴らしいことだと思
いますが、まずは楽しい仲間がいて、楽しく活動できる場で
あることが重要だと思います。おかげさまで私もロータリア
ンになって４年目。何も目立った活躍こそできておりません
が、何も続かない私が毎週楽しく例会に参加させてもらって
います。
　私は次年度は出席委員会副委員長を務めることになりま
した。フェローシップを育むための例会として出席率向上を
目指したいと思います。
出席委員会では次の項目を今年度の目標として掲げていま
す。
１．配偶者や社員・職員・ローターアクト・インターアクト・
　プロバスクラブ等をロータリーファミリーの一員として、
　活動への理解と参加協力を得る。

２．国際大会への出席を促す。
３．地区より出席要請された地区の会議に担当委員会が欠
　席予定の場合、会長が責任をもって代理出席を決定する。
４．クラブ例会出席率の検証を行う。
５．出席・フェローシップの意義を語り合う機会をもうける。
出席委員会の役割は例会への出席だけでなく、会員間、そ
の家族、他クラブ会員との友情を増進するような親睦プログ
ラムの企画、実施を支援する役割もあるということがわかり
ましたのでその辺りも意識して活動していきたいと思いま
す。

■ 下村　哲也
　２０１６年５月２２日、２７３０地区地
区研修・協議会が指宿市民会館他にて行
われました。
　午前は本会議で、次年度のＲＩテーマ
や各部門の状況報告及び今後の計画につ
いての説明が順次行われました。
　その中で特に大きな反響があったのは、
規定審議会報告でした。
　規定審議会とは、ＲＩ規定の制定及び改廃を審議・決定す
る場で、２０１６年４月１１日から１５日までシカゴにて行
われ、当地区からは宮崎中央ＲＣの秦喜八郎パストガバナー
が代表議員として出席されました。
　今回の審議会における主な決定は以下の通りです。

（１）クラブ例会と出席に柔軟性を認める件（３９２対３９
で採択）
　各ロータリークラブの細則で例会頻度と出席に関する規
　定を改められるよう柔軟性を与える（下限として毎月少な
　くとも２回例会を開催する）

（２）会員身分に柔軟性を認める件（３８６対７５で採択）
　クラブ細則で職業分類の制度を廃止し、会員身分に関す
　る規定の一部を修正できるよう個々のロータリークラブに
　柔軟性を与える

（３）クラブ入会金の廃止（２３２対２２８で採択）
以上の通り、ＲＩの歴史的転換点とも言える規定修正がなさ
れております。
　午後は分科会が開かれ、社会奉仕部門の分科会に出席し
ました。
　今年は献血活動に力を入れたいとの方針が示されました
ので、当クラブでも、今後社会奉仕委員会が中心となって
検討していきたいと思います。

ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：７
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
　Ｒ財団 寄付認証伝達式⇒Ｒ財団委員長
　　　　　　　　　　　　  石塚　俊雄君
　ベネファクター⇒宇都　和治君
　ポールハリスフェロー⇒下村　哲也君・
　　　　　　　　　　　　 吉田　健朗君・長濱　まや君 
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布
２）会津若松西ＲＣ訪問
　 ６月３日（金）～５日（日）
 　参加者⇒青﨑・池畠・宇都・海江田・川畑・椨・原田・前迫・丸山　
　　　　　 各会員
３）６月ロータリーレート
　 １ドル＝１１０円　（５月　１ドル＝１１０円）　

４）次週　６/６　例会プログラムは職業奉仕フォーラム
　　　　  ・新旧合同理事会 １８：３０～アーバンポートホテル
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：４０周年実行委員会⇒５/２４・２５　記念事業報告
３分間情報：鹿児島商工会⇒”おぎおんさぁ“ＰＲ

※クラブ協議会　例会終了後～　於：山形屋例会場
　発表者＝下村　哲也君・高岡　和也君・中間　貴志君
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5月30日のスマイル  小計 9,000円　2015～2016年度　累計 932,447円

けに行って参ります。今後とも衛生管理を徹底し、安心安全をお
客様にお届けし続けて行こうと思います。
●出席委員会／５月２３日、出席委員会担当のラウンドテーブル
よりスマイル。出席者（順不同）：池畠、尾辻、川畑、丸山、尾堂、宮脇、
前迫、橋元、宇都、森園、川路、神野、本村です！！

●本坊　修君／先日仙台に行く機会があり沿岸部の被災地を訪
ねましたが復興はまだまだでダンプカーが土煙りを上げていま
した。
●吉村　隆博君／弊社の小汚い小さな工場が市食品衛生協会よ
り優良施設に選ばれました。本日、途中中座させて頂き表彰を受


