
■ クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　　　　　委員長　青﨑　彰
　クラブ管理運営委員会は、クラブ活動の調整役として各委員会（出席委
員会、広報・雑誌・ĪТ委員会、親睦委員会、プログラム委員会）の活動を
十分理解し、地区理念である「ロータリーを楽しもう」のもと、会長の提
唱されたクラブテーマであるところの「学び、育み、実行しよう」を推進
できるように、会長・理事会の方針に従い、円滑なクラブ運営に努めます。
　出席委員会につきましては、池畠委員長の個性豊かで、かつ長濱委員と
の二人三脚での活動により、今のところ例年以上の高い出席率をキープし
ています。是非今後もキープできますように皆様のご協力もお願いいたし
ます。また地区大会やĪМなどの地区内行事への参加も併せてお願いいた
します。
　広報・雑誌・ĪТ委員会につきましては、週報並びにクラブホームページ
において会員間の情報を共有し、その活動と交流を支えるための情報発信
に取り組み、会員内だけでなく、外に向けた情報提供も行いクラブのＰＲ
にも一翼を担ってもらっています。また「ロータリーの友」の見どころでは、
記事を通じてその内容を深めるために、コメントや関連することなどを紹
介して、会員がより興味をもって愛読されるように努めていただいていま
す。
　親睦委員会につきましては、入会歴の新しいメンバーを中心に構成され
た委員会で、例会受付をはじめ、ＲＴ、学習会等へも積極的に参加し会員
だけでなく、家族ぐるみのお付き合いができるアットホームな委員会を目
指しています。年３回の家族会（夏の納涼家族会、冬の忘年家族会、春の
観桜会）と、親睦ゴルフ大会（会員間、他クラブとの合同大会）を実施し、
また昨年より鹿児島マラソンへの積極的な参加、バイクツーリングの会な
ど会員親睦の機会を創出しています。さらには世界のロータリアンとの同
好会への参加に発展していけばと考えます。
　プログラム委員会につきましては、卓話を中心にして多くの会員が関心

を持ち、興味の湧くような話題で楽しく、そし
て充実した例会になるように、話題探しに奔走
しています。また、レディースデーでも内容に

もいろいろ工夫をし、有意義な例会を目指しています。　

■ 会員増強・職業分類委員会　　　　　　　　　　委員長　吉村　隆博
　丸元会員を副委員長に、久米田会員とベテランのメンバーを配して頂き
大変心強く思っております。
当クラブの目標である６０名＋２名を目指し、会長・幹事及び各委員長と
連携し広く情報を集め新規会員の確保に努める。
　尚、クラブ内の会員の親睦に努め、特に入会年数の浅い会員の退会防止
に繋がるよう情報委員会委員長、親睦委員会委員長と連携をはかり、クラ
ブの内側より意欲溢れる会員のレベル向上に当たり会員増強に努める。

■ 奉仕プロジェクト委員会　　　　　 　　　　　　委員長　田中　和俊
職業奉仕委員会　
・例会時「職業宣言」を全員で唱和することによる職業倫理の理解と実践。
・職業奉仕月間に「職業奉仕賞」に実施。１月３０日（月）に授賞式。
・職場訪問例会を１０月３１日（月）鹿児島女子短期大学にて実施。
社会奉仕委員会　
・ＲＣＣ犬猫と共生できる社会を目指す会との連携及び支援。
・１２月に鹿児島乳児院へのクリスマスプレゼント。
・交通安全活動への支援。
国際奉仕委員会　
・７月７日に姉妹クラブのセ釜山ＲＣの離就任式に参加。
・鹿児島中央ＲＣの４０周年記念式典でのセ釜山ＲＣへの対応。
青少年委員会　
・鹿児島中央ローターアクトクラブの活動支援。
・ＲＡＣ例会へのロータリアンの参加促進。
・鹿児島中央ＲＡＣのＣＭ作成への支援。

■ ロータリー財団委員会　　　  　　　　　　 　 　委員長　尾堂　友紀
　今年財団委員長の尾堂です。基本方針、事業計画はアッセンブリー（年
次計画書）をごらん頂ければと思います。
　少し時間がありますので、５月の地区協議会で勉強させてもらいました
中で、あらためて、財団の役割と、未来の夢計画について話させて頂きます。

公式訪問前のクラブ協議会公式訪問前のクラブ協議会

会  長  の  時  間 丸山　　修
　本日は興津ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー
公式訪問前のクラブ協議会が例会後、開催されます。
　興津様ようこそ中央ＲＣへお越しくださいました。
会員みんなで大歓迎申し上げます。
　皆様ご案内の通り、興津ガバナー補佐は、古木補
佐と、お二人で鹿児島市内分区１０クラブの監督指
導をされています。当クラブは興津様の担当という
ことで、お世話になり有難うございます。何かと問
題の多い昨今、クラブ、分区、ガバナー事務所間の
調整に、苦労の絶える事はないだろうと拝察申し上げます。
　さて、「９月は、非常に忙しい月だった」と、この原稿を書き始めました。
そして１０月例会プログラム及び行事予定を見たら、１０月は、実は、さ
らに埋まっています。
　これから９月末～１０月２日まで指宿での地区大会、ガバナー公式訪問、
創立４０周年記念式典、祝賀会、その前後の姉妹友好クラブからの出席者
の歓迎方法、観光案内等々、１０月は大変な月、当クラブにとって誠に重
要な月であります。
　理事、役員、４０周年実行委員会、運営委員、そして、すべての会員の
皆様全員で成功させましょう。乗り切りましょう。

　中央ＲＣの結束力を見せるのは今です。皆様のご協力、宜しくお願い致
します。
ところで、９月１９日（月）は敬老の日で例会は休会でした。
　調べてみましたら、日本の国民の祝日のひとつである敬老の日は、２０
０２年（平成１４年）までは毎年９月１５日を敬老の日としていたが２０
０１年（平成１３年）の祝日法改正いわゆるハッピーマンデー制度の実施
によって２００３年（平成１５年）からは９月第３月曜日となった。だが
初年度の２００３年（平成１５年）が偶然９月１５日であったため、敬老
の日が９月１５日以外の日付になったのは２００４年（平成１６年）の９
月２０日が最初である。
　なお敬老の日を第３月曜日に移すにあたって、高齢者団体等からの反発
が相次いだため２００１年（平成１３年）に９月１５日より１週間を老人
週間とした。
　ただ敬老の日は、「母の日」のように輸入された記念日と違い、日本以
外の国にはないそうです。
　ただし五節句（人日　じんじつ正月７日）（上巳　じょうし３月３日）（端
午　たんご５月５日）（七夕　しちせき７月７日）のひとつである９月９日
の重陽と主旨が類似していると書いてあります。また重陽の節句は菊の節
句とも呼ばれています。
　このように日本人は季節と暦を上手に取り入れて生きて来たんだなと思
うことでした。

地区大会後のクラブ協議会

前回例会出席率
76.36%

10月本日のプログラム 経済と地域社会の発展月間・米山月間
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平成28年10月3日　第1828回例会

学び・育み・実行しよう学び・育み・実行しよう

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
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ガバナー公式訪問
クラブフォーラム・100％出席例会

次 回 例 会　平成28年10月17日（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：鹿児島市内分区ガバナー補佐　興津　立夫様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島東南RC)
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長　丸山　修君
 RLIパートⅠ修了証書授与→丸山　修君・青﨑　彰君
結婚記念日祝い：池畠　泰光君（15日）・新名主　聡君（27日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　 
２）掲示板　 
３）2019-2020年度国際ロータリー第2730地区ガバナー決定について（ご報告）
　 宮崎西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　喜島健一郎　会員
４）本日学習会兼ＲＴ　18：30 ～　伊敷水産
　 担当：R情報委員会・出席委員会
 　学習会テーマ「クラブ結成４０周年を迎えて鹿児島中央ﾛｰﾀﾘｰの歴史を学ぶ」
５）ＲＡＣ例会　9/28（水）20：00 ～　リバティークラブ
　 指名出席者→石﨑・中間・加島・志賀　各会員
６）地区大会
 　9/30（金）～ 10/2（日）　指宿市民会館他
　 集合時間：10/1（土）　10：15　指宿市民会館

　 服装：ノーネクタイ　クールビス
　 参加者（21名）⇒青﨑・石﨑・宇都・尾堂・海江田（ご夫妻）・川路・　　 
　　　　　　 小福田・是枝・下村・志賀・高岡・田中・椨（ご夫妻）・　　 　　
　　　　 中間・丸山・宮脇・吉田・吉村　各会員　＋上野
７）次週　10/３（月）　例会プログラム
　 ・地区大会後のクラブ協議会
　 ・友のみどころ　（広報雑誌・IT委員会）
　 ・定例理事会　　例会終了後　開聞 
出席報告：出席委員会
　　　　 連続出席表彰⇒丸山　修君（2年）・中間　貴志君（2年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告 
３分間情報
卓話：「公式訪問前のクラブ協議会」

第1827回例会
前々回（9月5日）の補正

59名
59名

42名
45名

76.36%
84.91%

出席報告 会員数 出席数 出席率

9月26日のスマイル  小計 38,000円　2016～2017年度　累計 290,789円

かった点は、親の責任が終わった事と、父親に似なかった事です。たくさん
の会員からの祝福メールありがとうございました。
●池畠　泰光君／※結婚記念プレゼントありがとうございます。孫が３人、
娘が２名、嫁が１名、婿１名、息子２名そして愚妻で総勢１１名の家族に
なりました。結婚から３６年、色々ありましたがこれからも明るく元気な
ファミリーで居たいと願うばかりです。「頼りは女房だけ」です。
●宇都　和治君／過日開催されました東、北、中央３クラブ合同の歯車ゴ
ルフコンペで月一ゴルフの私目が優勝しました。優勝賞金の９割をスマイ
ルします。本日は夜出席委員会と合同の学習会を伊敷水産で開催します。
多数の御参加をいただき先輩会員と３年未満の新人会員との親睦を計っ
ていただきたいです。
●平山　勢津子君／欠席しがちで本当に申し訳ありません。本日は、学習
会を兼ねたラウンドテーブルが伊敷水産であります。よろしければ是非お
待ち申し上げております。
●新名主　聡君／結婚記念のお祝い、ありがとうございます。３０年にな
ります。夫婦そろって健康であることに感謝しながら、これからも妻の指
示に従いながら暮らしていきます。
●中間　貴志君／今ごろですが最近ルービックキューブにはまっている
中間です。入会から１年たちました。本日連続出席表彰を頂きました。まこ
とにありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
●加島　繁君／ＭＢＣシニアゴルフがゴールデンパームから１８回目で
南九州カントリーへ変わりますのでよろしくお願いします。又丸元様阪東
会ではいい成績・いい商品をいただきました。高岡さんより成績はよくな
かったのですが普段のおこないがよかったのが結果として上位に入った
ようです。ありがとうございました。

●丸山　修・吉田　健朗君／興津ガバナー補佐、本日はお越しいただきあ
りがとうございました。よろしくお願いします。
●丸山　修君／月１ゴルファーの私がなんと１週間に３回もゴルフに行
きました。ゴルフ場は３回とも岡部会員の空港３６カントリークラブでし
た。９月１６日阪東機工ゴルフ会では、本坊、高岡、是枝会員と一緒にラウ
ンドさせて頂きました。私は相変わらずのゴルフでしたが、高岡会員はア
ウト、イン共に３０台グロス７７。歯車会のエースが現れました。あと一人
いれば歯車会での団体戦優勝宣言をします。是枝会員は難しいショート
ホールで、バーディ。本坊会員は、さすが陸協会長。一切カートに乗らず、次
打地点には誰より早くランニングで到着。ゴルフもうまい！阪東機工、丸
元会長の職業奉仕の考えが社内で徹底していて、社員一人一人の行動に、
好感が持てました。さすがです。安い会費で楽しい、おもてなしゴルフ会。
有難うございました。
●丸元　貞夫君／※先々週末９／１６（金）の弊社創立６９周年記念ゴル
フコンペには岡部さんを始めＲＣの皆様方には大変御世話様になりまし
た。来年の７０周年に向けて頑張ります。※先週末９／２３（金）鹿児島中
央ＲＣ ＯＢで玉龍高校後輩の藤田護氏の旭日双光章受章祝賀会に出席し
ました。大変誇らしく嬉しくなりました。
●本坊　修君／先日宮崎銀行の会で山梨、長野、名古屋に行く機会があり
治水神社にお参りに行きました。木曽川、長良川、揖斐川の治水工事の現場
を見学しましたが改めて難工事を想像する事でした。
●橋元　隆君／余談ではありますが、愚息が２回目のチャレンジで司法試
験に合格する事ができました。親バカでスマイルさせていただきます。良

ラウンドテーブル　　担当：Ｒ情報・出席委員会　　日時：９月２６日（月）18:30～　　場所：伊敷水産
参加者：平山・是枝・新納・尾辻・吉村・丸山・橋元・川畑・小原・椨・池畠・池脇・宇都・里・竹田・中間・石﨑・福山・川路　計１９名

　まず国際ロータリーの使命について次のようにあります。「職業人と地
域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨
励し、世界理解、親善、平和を推進することである」とあります。
　それを受けて、ロータリー財団の使命とは「ロータリアンが健康状態を
改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて世界理解、親睦、
平和を達成できるようにすることである」とあり、つまりロータリーで活
動の中でも、世界規模での社会貢献を経済的にバックアップしようという
ものであります。
　今年度２０１６～２０１７年度は財団設立１００周年の記念すべき年度
に当たります。地区財団委員長より記念になるプログラムをクラブで行う
よう要請されています。
　奇しくも、中央ロータリークラブは今年度４０周年に当たり、記念事業
の１つとして財団へ寄附として４０万円を予定されています。
　会員皆様の財団への理解と関心を深めてもらえる良い機会であると思
います。
　次に、ロータリー財団の未来の夢計画が２０１３～１４年度より世界中
で一斉に始まりました。この未来の夢計画は２００５年のＲＩ１００周年
を機に準備がスタートし、２００９～１０年度までに原案が作成され財団
管理委員会や国際ロータリー理事会で承認されました。そして２０１０～
１１年度より世界中で１００地区がパイロット地区に選ばれ３年間のパイ

トッロ期間の経験を基に始まったもので、ロータリー財団をもう一度見直
し、時代のニーズに合ったものに変えていこうとしたものです。
いくつかの見直しの中で、補助金申請時期に関して、以前は当年度内で良
かったものが、前年度に計画・申請、承認を行うこととなりました。
会長ノミニーの方は、自分の年度に補助金を活用する計画があれば、必ず
前年度に申請する必要があることを十分承知しておいて下さい。米山奨学
委員会に関しては年次計画書を参照して下さい。

■ 交流委員会　　　  　　　　　　　　　　　　　 委員長　宮脇　謙舟
　本年度、交流委員会委員長を務めさせて頂いています宮脇です。よろし
くお願いします。
　交流委員会では、①友好クラブである会津若松ＲＣクラブとの交流と、②
友好クラブである那覇西ＲＣとの交流を行います。
　那覇西ＲＣとの交流事業であります、高校生交流事業は、鹿児島中央
ロータリーメンバー９名、会員の奥様２名の計１１名で１２月１７日から
１９日迄、樟南高等学校の生徒を引率して沖縄尚学高等学校へ行って参り
ます。本坊会員のご尽力に感謝いたします。
　会津若松ＲＣクラブとの交流に関しましては、５月にお迎えする予定で
すが、テレビ例会の可能性もありまして、今後、協議していく予定です。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。


