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❶ 真実かどうか
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も無事御祝いただけました。来年も御祝いいただける様に真
面目に精進致します。尚今年で結婚35年です。
●丸山 修君・吉田 健朗君／大重ガバナーご一行様。本 ●中原 勲君／結婚記念日祝ありがとうございます。36回目
日はようこそいらっしゃいました。よろしくご教示お願いし になります。ほとんど毎日20時間以上一緒にいるので、世間
では仲良しと思われていますが…？
ます。
●海江田 順三郎君／大重ガバナー、興津ガバナー補佐の ●田中 和俊君／結婚記念お祝いありがとうございます。結
婚18年、なんとか夫婦仲を保っております。まさかあんなに
ご来訪、ご指導に感謝申し上げます。
●尾辻 章宣君／先週の日曜日、三男の結婚式が東京であ 巨大化するとは思いませんでしたが、他は子供にも恵まれ予
りました。これで３人の息子の家に３人のかわいい娘さんが 定通りなので納得しています。ありがとうございました。
そろいました。お嫁さんとの会話が非常に楽しく、又一緒に ●宮脇 謙舟君／誕生日お祝いありがとうございます。46才
飲むお酒も格別です。本坊さん、焼酎が進みますよ。孫の可 になりました。連続出席もメーキャップでなんとか続いてい
愛さもなんちゅあならんです。今は家内と二人だけの毎日で た様です。ありがとうございます。
●稲留 宏君／結婚記念日お祝い有難うございます。10月９
すが、これも又たまらんです。
日で無事23回目の結婚記念日を迎えることが出来ました。
「何
●前迫実君／連続出席表彰をいただきありがとうございます。
いつの間にかまじめな会員に変身しています。ついでに40周 かして欲しい事ある？」と聞いてみましたら「専業主婦にな
りたい」と答えたので「僕も！」と言ったらおこられました。
年記念式典のご協力よろしくお願い致します。
●石塚 俊雄君／最近はよく家内の足もみをやります。秋野 まだまだ満足出来る夫婦になれていませんが妻には常に感
菜の種蒔きや苗植えは私１人でも出来るのですが草取りが結 謝しています。ありがとう。
構大変なのです。そこで御機嫌とりとり加勢を貫っています。 ●小福田 博君／前回、都合により欠席いたしましたが、誕
結婚50年を過ぎますと命令口調は絶対駄目です。ひたすらお 生日祝い、ありがとうございました。10月28日に61才になり
ます。還暦を過ぎていますが、自覚がなくて申し訳ありません。
願いする訳です！！
●岡部龍一郎君／結婚記念日祝いありがとうございます。 ●竹田 孝博君／先々週欠席したため、本日誕生祝をいた
ロータリーのお陰様で毎年確認させていただいています。ち だきました。ありがとうございます。46才になりましたが子
供がまだ5才なので頑張ります。
なみに32回目となります。
10月17日のスマイル 小計41,000円 2016～2017年度 累計 357,173円
●竹添 寛君／結婚祝いただきありがとうございます。今年
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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：第 2730 地区ガバナー
大重 勝弘様（指宿 RC）
第 2730 地区ガバナー補佐 興津 立夫様（鹿児島東南RC）
第 2730 地区筆頭副幹事
吉利 勉様（指宿 RC）
食事：
「百万ドル食事」
・
「本日の演奏」
会長挨拶：会長 丸山 修君
結婚記念日お祝い：岡部 龍一郎君（6 日） 稲留
宏君（9 日）
田中 和俊君（10 日） 竹添
寛君（24 日）
中原
勲君（25 日） 尾堂 友紀君（26 日）
石塚 俊雄君（31 日）
会務報告：幹事 吉田 健朗君
１）本日の配布 ①
２）学習会 日程変更について
10
本日開催予定の学習会、ガバナー公式訪問の為
11/7（月） 例会終了後に変更
17
３）RCC 例会
10/23（日） 11：00 ～ 中央公園
指名出席者→稲留・林 秀之 各会員
４）RAC 例会
10/26（水） 20：00 ～ リバティークラブ

丸山

事

ジョン F. ジャーム

吉田

❷ みんなに公平か

本日のプログラム 鹿児島女子短期大学

週報 No.1804

健朗

●編

集

❸ 好意と友情を深めるか

広報・雑誌・IT委員会
❹ みんなのためになるかどうか

10月 経済と地域社会の発展月間・米山月間
修

本日の例会は、国際ロータリー第
２７３０地区ガバナー大重勝弘様、ガ
バナー補佐興津立夫様、地区筆頭副幹
事吉利勉様をお迎えしてのガバナー公
式訪問例会であります。
ようこそ鹿児島中央ロータリークラ
ブへお越し下さいました。クラブを挙
げて大歓迎申し上げます。
また９月３０日～１０月２日にかけて指宿市で開催
された地区大会では、ご当地指宿ＲＣ、ガバナー事務
所関係者の皆様の献身的な大会運営に感服致しまし
た。頴娃ＲＣ、枕崎ＲＣ、伊集院ＲＣの協力のもと見
事な地区大会に参加させて頂きました。
そして、何より私は、
ＲＩ会長代理三木明パストガ
バナー、会場内すべての人の目、耳を引き付けて離さ
ない、凡人の私には、ないこの方の魅力にいつも惹か
れます。世の中に、
「達人」と呼ばれる人がいるなら
こういう人の事だろうと改めて思います。
何より度胆を抜かれたのは、眼前で打ち上げられる
大輪の花火です。花火の数、時間共に空前のものでし
た。指宿ＲＣは勿論ですが大重ガバナーの地元、指宿
でのお人柄、存在感を示しているものと改めて思いま
した。
また先日は、大重ガバナー、京田実行委員長様から
心のこもった地区大会終了の礼状を賜り、中央ＲＣ会

国際ロータリー第2730地区

員一同感激しております。大事を成し遂げた後、こう
いった気配りのできる、クラブ、会長でありたいと思
う事でした。
ところで、ロータリーの仕組みというのは、ある意
味非常に良くできておりまして、新年度を迎えるに当
たり３月、会長エレクトへ教育を施す意味でＰＥＴＳ
が、ガバナーエレクトの地元で開催されます。それで
大重年度は指宿というわけです。二日間勉強させられ
ました。おかげ様で、ロータリーについて、今までよ
りは、少し深く考える下地が、できたかなと思います。
（国際協議会は一週間と聞いておりますので、比べる
べくもない事です・・・）
このＰＥＴＳは私にとって「目からうろこ」の出来
事でした。漫然と思っていた事をはっきりと言葉とし
て教えて頂きました。
ガバナー理念「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。この言葉が私の会長としての、
まだまだ至りませんが、原動力となっております。
本日のガバナー公式訪問、
Ｅクラブを含む６５クラ
ブ。これだけでも本当に激務だと思います。いよいよ
ラストも近づきつつあるようですが、ガバナーとして
の、その他のお仕事、もっと多いと思います。お医者
様に素人が申し上げるのも釈迦に説法で大変失礼な話
ですが、お体お気を付け下さい。
紙面がつきました。本日は、これで終わります。

大重 勝弘ガバナー公式訪問

指名出席者→吉村・丸元・久米田・坂元 各会員
５）次回例会について
10/24（月）→10/22（土） 創立 40 周年記念式典へ変更
10/31（月） 職場訪問例会の為 鹿児島女子短期大学へ変更
出席報告：出席委員会
連続出席表彰⇒前迫 実君（7 年）
・宮脇 謙舟君（3 年）
スマイルボックス：親睦委員
卓話：第 2730 地区ガバナー 大重 勝弘君
「ガバナーアドレス」
バナー贈呈：第 2730 地区ガバナー 大重 勝弘君

次 回 例 会 平成28年11月7日（月）

月

会員卓話＝前迫 実君・青﨑 彰君
「４０周年記念式典・祝賀会～報告」

日（ 月 ）

出席報告
第1830回例会
第1829回例会
前々回（9月26日）の補正
前々回（10月3日）の補正

会員数
59名
59名
59名
59名

出席数
50名
49名
50名
43名

出席率
87.72%
84.48%
90.91%
81.13%

指宿RC第2730地区ガバナー

大重 勝弘

前回例会出席率

10/17
10/22

84.48%
87.72%

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

Kagoshima Chuo Rotary Club

鹿児島中央ロータリークラブ
創立40周年記念式典・祝賀会

40th

Kagoshima Chuo Rotary Club

閉式の言葉
直前会長

宇都

和治

本日は鹿児島中央ロータリークラブ創立 40 周年記念式典に国際ロータリーク
ラブ 2730 地区大重ガバナー様をはじめ、ご公務ご多忙のところ森博幸鹿児島市
長様にも御列席いただき、更に内外のロータリアン、ＯＢ会員の皆様、ひまわり
会の皆様を含めて総勢 172 名に足元の悪い中ご出席いただき、かくも盛大に 40
周年式典が挙行できましたことに衷心より深く感謝申し上げます。又、来賓の皆
様方から心温まるご祝辞並びに祝電を頂き会員一同感激至極でございます。論語に「四十にして惑わ
ず」とございます。本日よりまっしぐら。鹿児島中央ロータリークラブ会員一同は更なる飛躍をめざ
し「人類に奉仕するロータリアン」を目標に精進する決意でございます。本日、明日とあいにく雨模
様でございますが、鹿児島薩摩の国は古来「島津雨」と言いまして特に慶祝の時に降る雨は縁起のい
いものと言われております。鹿児島は明治維新 150 年のカウントダウンに入りました。歴史観光の街、
鹿児島市、アロハの街指宿、紅葉間近な霧島等、風光明媚な温泉どころでございます。南国鹿児島の
旅を堪能していただき思い出の薩摩路としてお帰りいただきたい。以上感謝の言葉をもちまして閉式
のご挨拶とさせていただきます。本日は誠に有難うございました。

