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●丸山　修君・吉田　健朗君／本日より船出でございます。
あたたかくお見守りください。
●椨　茂吉君／お誕生日お祝い有難うございます。満で８０
才になります。土・日連続でゴルフをしたら足腰がガタガタに
なり年には勝てないといいました。スコアは、ご想像に、おま
かせします。
●丸元　貞夫君／丸山・吉田丸の晴の出港を、御祝申し上げ
ます。向う一年間のご無事の航海をお祈り致します。
●本坊　修君／丸山会員が会長なのですね！１年間お世話
になります。岡部氏と共に不良会員ですが宜敷く御願い致し
ます。
●前迫　実君／新年度の丸山・吉田丸の船出を、およろこび
申し上げます。一年間の無事航海をお祈りいたします。
●神野　洋介君／マスコミにも取り上げてもらっていますが、
インドネシアの古代王朝マジャパヒト王国の古代帆船の復元
船がインドネシアから２ヶ月駆けて北埠頭に停泊しておりま
す。この船はインドネシア政府と拓殖大学の支援を受けてお
ります。又この船の実質的なオーナーの高城氏は鹿児島市出
身で附属小、附属中、中央高校、拓殖大学の卒業で私とは小学
校から大学まで全て一緒で１期上で、拓大鹿児島支部でも全
面的に応援をしております。先週日曜日の歓迎会には本国政
府から副大臣外1名、東京の大使館から３名、鹿大の留学生
１０数名、又副知事も参加して盛会でした。今週金曜日に出航
する予定ですのでよかったら見学に行ってください。よくこ
んな船で来たなとびっくりします。

会  長  の  時  間 丸山　修

　新年度がスタートしました。まず、
お礼を申し上げたい事があります。
　アセンブリーの原稿作り、新旧合同
理事会開催、次期委員長会議開催、等々
一歩ずつ手順を踏んでの次年度へ、忙
しい準備期間でした。
　新旧役員、委員長さん方、引き継ぎを含め大変ご苦
労様でした。
　事務局の上野さん、決算、新年度の膨大な量の資料
作成に敬意を表します。
　皆様本当に有難うございました。
　一方、心の中ではどこか、まだ日数はある、どうか
このまま７月が来ないで欲しいと言う気持ちもありま
して、いよいよ来るべきものが来てしまったという感
じです。
　丸山、吉田年度のスタートです。
　吉田、丸山年度の方がよかったのではと思っており
ますが、もうどうにもなりません。
　一年間宜しくお願い致します。
　宇都前会長、深野木前幹事一年間、誠にお疲れ様で
ございました。
　前年度は、活気あるクラブ運営、また市内分区会長
幹事会の幹事クラブとして市内１０クラブをまとめ、
我がクラブの大きな存在感を示されました。心から敬
意を申し上げます。
　さて、ロータリーの制度というのは大変良くできて

おりまして、今こうしてこの場に立つことは普通一年
半ほど前に決まっているものであります。
　この期間中に会長として心構えと矜持をしっかり持
たせ、ロータリーの学習をもっと積ませるということ
です。
　そういう中で、私が次の会長エレクトとして決定し
たのが、一年弱ほど前のことでした。半年短かったな
どとの弱音は封印する事としますが、まさに勉強が足
らず本番の試験を迎えた受験生のような気分です。
　それだけ出来が悪くて当然なのかもしれませんが、
優秀な吉田幹事のお力添えを頂きながら少しでも良い
点数が取れますよう努めてまいります。
　この会長の時間ですが、どのような内容にするか考
えました。ロータリーの会合に出席するのなら、半分
くらいはロータリーの精神に触れるような機会を持ち
たいと思います。私が幹事としてお仕えした小原会長
はすべてロータリーについての話で会長の時間を過ご
されました。
　私は小原会長ほどのロータリーの見識を持ち合わせ
てはおりませんので、半分をロータリーに関する事、
残りを季節の事、職業の事、趣味の事でも話をさせて
いただこうと考えております。
　時間はさすがに１分では、手抜きと言われそうです
し、５分は持たないので、３分程度とさせて頂きます。
この時間の取り決めをしておきますとＳＡＡも進行し
やすいのではと考えております。
　所信表明は、後程会長就任の挨拶で申し上げます。

週報 No.1793　　

平成28年7月11日　第1819回例会

2016～2017年度  国際ロータリー会長　ジョン  F.  ジャーム
●会　長　丸山　修　　●副会長　青﨑　彰　　●幹　事　吉田　健朗　　●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

学び・育み・実行しよう学び・育み・実行しよう

興津ガバナー補佐訪問、会員卓話＝三島　浩幸君「熊本震災応急危険度判定活動について」

前回例会出席率
82.14%

会員卓話＝池脇　剛君　「北海道物産展の裏話」
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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
バッジ交代式：会長　宇都　和治君⇒丸山　修君
　　　　　　 幹事　深野木　信君⇒吉田　健朗君
会長挨拶：会長　丸山　修君
　　　　 委嘱状伝達
　　　　 椨　茂吉君⇒米山学友委員会委員長・米山記念奨学会
　　　　　　　　　　 委員会委員　
入会式：竹田　孝博君
　　　 ⑴推薦者の言葉⇒竹添　寛君
 　　⑵会長よりバッジ贈呈
 　　⑶新入会員挨拶⇒勤務先：明治安田生命保険相互会社
　　　　　　　　　　　 鹿児島支社　支社長
 　　　　　　　 職業分類：保険　　所属委員会：親睦
誕生日お祝い：稲葉　直壽君（7日）　青﨑　彰君（18日）
　　　　　 　椨　茂吉君（23日）　
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　①月信　７月　　②会員名簿　　
２）セ釜山離就任式
　 日　時：７月７日　18：30 ～　ゴールデンビュウヴィフェ

　 参加者：丸山　修君・椨　茂吉君（奥様）・川畑　英樹君・
　　　　 橋元　隆君・宮脇　謙舟君・キム君（RAC）　以上７名
３）本日定例理事会　例会後　於：開聞
　 先立って決算書審議のため前年度理事会開催。前年度理事も
　 お集まりください。
４）７月ロータリーレート変更
　 先週例会時に１ドル＝１０６円と報告いたしましたが、１ド
　 ル＝１０２円となります。
５）7/10（日）RCC例会　指名出席者→吉田・青﨑・小福田  各会員
６）次週　7/１１（月）例会プログラムは、
　 会員卓話＝三島浩幸君
　　　　 「熊本震災　応急危険度判定活動について」
出席報告：出席委員会　
　　　　 前年度ﾎｰﾑクラブ100％出席表彰⇒川路理幸君

第1818回例会
前々回（６月20日）の補正

58名
56名

46名
48名

82.14%
88.88%

出席報告 会員数 出席数 出席率

7月4日のスマイル  小計 48,000円　2016～2017年度　累計 48,000円

●竹添　寛君／丸山、吉田丸の船出を心よりお祝い致します。
その良き日に入会される竹田さんの入会を心から歓迎致しま
す。ロータリーライフを楽しんで下さい。又最近は本坊、岡部
会員以上に不良会員となっていますのでお詫びを兼ねてスマ
イルします。
●宇都　和治君・深野木信君／丸山会長・吉田幹事の船出を
心より祝福いたします。健康第一で１年間中央ロータリーを
牽引してください。又、先週は慰労会を開催していただきあり
がとうございました。今年度はロータリー情報委員長、ＳＡＡ
として頑張りま～す！
●平山　勢津子君／丸山会長・吉田幹事の新しい年度のス
タートです。大好きな先輩であり後輩であるお二人のお仕事
がスムーズにいくことを祈っております。私も出来ることは
応援していきます。お体に気をつけて頑張っていただきたい
です。
●青﨑　彰君／会場にきて誕生日と知りました。６０以上に
なれば、誕生日は忘れていくような気がします。少し元気をい
ただき、頑張ろうと思います。
●小福田　博君／会計監査補金を頂きましたので、スマイル
します。今年度の会計担当になりました。よろしくお願いいた
します。
●川路　理幸君／ホームクラブ１００％出席表彰をいただき
ました。この意味を初めて知ったのですが、以前も連続出席を
いただいており、二重にいただいている気がして恐縮です。あ
りがとうございました。
●竹田　孝博君／本日より入会いたします明治安田生命の
竹田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議　題
１）７・８月例会プログラム及び行事予定

（添付資料）　　　　
　① ７/11（月）　興津G補佐訪問・・・・・承認
　② ８/１（月）　クラブ奉仕フォーラムのテーマ
　　 「ロータリーを楽しもう」・・・・・承認
　③ 情報集会日程・テーマについて　
　　 日　程 ： ８月２３日（火）～８月３１日（水）
　 　テーマ ： ひまわり会について・・・・・承認
２）会計報告
　① 2016-2017年度予算について・・・・・承認
３）国際ﾛｰﾀﾘー 第2730地区2019-20年度
　ガバナー候補者（ガバナーノミニー・デグジネート）推薦のお願い
４）納涼家族会について
　日程：平成２８年８月１８日（木）　18：30 ～　於：城山観光ホテル　ホルト

５）9/12（月）鹿児島東RCとの合同例会について
　北ＲＣも合同で3クラブ合同例会・・・・・承認
　会場 ： レンブラントホテルで開催
　合同ゴルフコンペ開催 ： ９/10（土）　空港３６カントリークラブ
６）ひまわりの会（レディースデー例会）について
　　今年度行事予定では8/22と来年5/22の2回のみとなっているが、外部
　卓話の例会の時に設定するなどしてはどうか・・・・・承認
７）年輪会開催について
　上半期早 に々1回開催する。日時については会長一任。
８）その他
　① 次回理事会について
　　 平成２８年８月１日（月）　例会終了後　於：開聞
　② 新入会員候補者
　　 サンロイヤルホテル社長になりクラブを退会された奥社長の後任で

南日本保証センター 社長に就任された　是枝良実（これえだよしみ）さ
んが入会希望・・・・・・承認

７月定例理事会議事録７月定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
開聞
平成28年７月４日（月）
例会後　～
丸山　　修・青﨑　　彰
吉田　健朗・小福田　博
深野木　信・田中　和俊
橋元　　隆・川畑　英樹
高岡　和也・新名主　聡
宇都　和治　　
宮脇　謙舟



　幹　事　挨　拶

幹　事　　吉　田　健　朗

　本年度のクラブ幹事を務めさせていた
だきます吉田です。よろしくおねがいいた

します。
　ロータリー入会が平成２４年７月ですのでまだ入会
丸４年でロータリー歴が浅いのはもちろんのこと、委
員会所属も入会より３年間親睦委員会で昨年いきなり
の副幹事ということで親睦委員会以外を全く知らない
のも個人的には不安ではありますが、深野木前年度幹
事、事務局のご指導いただきながらできる限り丸山会
長をサポートしてまいる所存でありますのでよろしく
お願いします。
　とはいいながら、私がおそらくは使い勝手のいい年
齢であることもあるのでしょうが、自社は勿論のこと
所属させていただいている各種団体のお役目も少なか
らずあり、優先順位をロータリーを最高位にして調整

に全力を挙げるつもりではございますが、やむを得ず
調整つかない場合は丸山会長はもちろん、副幹事の小
福田さん、ＳＡＡになられる深野木さんにもご迷惑お
かけしてしまうかもしれませんが何卒ご容赦ください
ませ。
　何はともあれ丸山会長の掲げられたクラブテーマ
「学び、育み、実行しよう」に関しては、私自身ロー
タリーに関してまだまだ多くの学ばねばならないこ
と、育まねばいけないこと、実行できていないことが
あると痛感しており、まずは自分自身の目的意識を高
く持ち、皆様とともに日々の活動に邁進するなかで、
クラブテーマの体現に努めてまいる所存であります。
　今年度はクラブ創立４０周年にあたり記念式典も予
定されております。事前準備含め例年以上に会員の皆
様へも負担のかかることと思いますがご理解とご協力
お願いいたします。

　会長就任の挨拶

会　長　　丸　山　　　修

　本年度会長に就任しました丸山修で
す。宜しくお願い申し上げます。

　上期のプログラムには毎年のことながら行事が集中
します。
　また、本年度は鹿児島中央ロータリークラブ創立４
０周年記念事業という大プロジェクトの実行、成功に
導く年度と位置づけられているのは皆様ご承知の通り
セあります。
　おかげさまで宇都・深野木年度中に、赤崎勇ノーベ
ル賞受賞記念碑序幕式及び講演会は、海江田実行委員
長、前迫実行副委員長を中心に多大な努力をして頂き
大成功でした。
　引き続き、１０月２２日(土)、サンロイヤルホテル
にて４０周年記念式典・祝賀会を盛大に、計画予算
内で開催しなければなりません。膨大な作業があり
ます。実行委員会、運営委員会はもちろん会員の皆
様のご協力を宜しくお願い致します。
　次に記念史の発行も控えています。先輩方が刊行さ
れた記念史をひもときますと、気の遠くなるような緻
密な作業の積み重ねを感じます。広報部実行委員、記
念史発行、広報記録運営委員の皆様どうぞ宜しくお願
いします。
　また、鹿児島東ＲＣが創立３０周年事業として薩摩
義士が行った宝暦治水工事を後世に語り継ぐ目的で
１０月１５日（土）～１６日（日）現地岐阜県に鹿児
島市内中学生約３５名の派遣事業を決定、進行中との
事です。この事業について、鹿児島中央ＲＣ４０周年
記念として事業協賛の予算措置をしております。詳細
は今後の４０周年記念事業実行委員会で、つめて頂き
たいと思います。
　今週の例会が終わり、７月７日（木）セ釜山ＲＣ離
就任式に７人で参ります。両クラブ提携しての今後の
ＷＣＳについても協議したいと思います。川畑国際奉
仕委員長宜しくお願いします。
　地区大会開催９月３０日～１０月２日、指宿市にて
開催決定しています。できるだけ多数の会員の出席を
お願いします」。地区協議会とはまた趣が違います。
比べてみられてはいかがでしょうか。
　ガバナー公式訪問に向けた準備。今年度は訪問日が
１０月１７日（月）と、いささか遅い日程となりまし
た。会員皆で大重ガバナーを歓迎しましょう。そして
充実したクラブフォーラムを開催したいと思います。

皆様のご協力を宜しくお願いします。
　さて本年度ＲＩ会長はジョン・ジャーム氏です。ア
メリカテネシー州のチャタヌーガＲＣの会員でテーマ
は人類に奉仕するロータリーです。これを受けて大
重勝弘２７３０地区ガバナーは、ガバナー理念として
「ロータリーを楽しもう」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。
　入会間もない会員は、クラブ内で右も左もわからな
い。ましてや、聞いた事もない横文字が次々と出てき
て居心地の悪さと言ったらこの上もない。
　よく言われる入会後３年というのは、ここにありま
す。この期間中、例会その他行事に我慢強く出席する
事です。
入会３年頃からロータリーの楽しさが解ってくるもの
です。
　せっかくロータリーに入会してもロータリーの良
さ、本質が理解できず退会する者がいるのは実にもっ
たいなくて残念な事です。だからロータリーを易しく
教えることが大切ですと大重ガバナーは述べられまし
た。
　ロータリーに入ってサービスを学び
　ロータリーの例会でサービスの心を育み
　その育まれたサービスの心を持って実行する。
　ロータリーはサービスを学び、育み、実行するとこ
ろです。
　そこで本年度のクラブテーマは「学び、育み、実行
しよう」としました。
　サービスとは「思いやりの心をもって、相手の為に
一生懸命に尽くす」事です。
　このサービスという言葉を奉仕と訳したためサー
ビスの意味が解らなくなり「職業奉仕」も、ひいて
はロータリーそのものも解り難くなっている。
　他の奉仕プロジェクトもこの延長線にあると考えれ
ば解り易いのかな、と今自分なりには納得したところ
です。これから１年間会員の皆様のお力をお借りしな
がら頑張ってまいります。入りて学び、出でて実践で
行きましょう。


