
■ 前迫　実
　去る１０月２２日の創立４０周年記念式典・祝賀
会は会員の皆様方の、あたたかいご協力のおかげ
で無事終了いたしました。
　年度を跨がる不規則な事業でありましたが、海
江田実行委員長の御指導、御示唆のもと「イザ、鎌倉」で会員一
致団結できたものと感謝しております。
　とは言うものの私の不手際でとくに事務局の上野様には日常業
務で忙しい中、席次表の度重なるチェック等、肉体的、精神的に大
変な御苦労をおかけいたしました。
　実行委員会の責任者として反省することが多くいい勉強をさせ
て頂いたと思っております。
　しかしながら、まだ記念事業は終わっておりません。記念誌の編
集という大事な仕事が残っております。
　これは来年の４月中の発行を目標に今からの作業になります。広
報部会長のロータリーに精通した小原会員を中心に進めて参りま
すが、手足となる協力者が必要になることは必至です。その際は、
小原部会長に適任者を指名していただきますので是非共積極的な
ご協力をお願い致します。

鹿児島市内中学校岐阜研修旅行に参加して
■ 青﨑　彰
　私ども中央ロータリーをホストクラブとして１９８
７年に発足した鹿児島東ロータリークラブは、今年
創立３０周年を迎えました。その記念事業として東
クラブが行いましたのが、幾多の犠牲の末、木曽三川の治水工事
を完成させた「薩摩義士の偉業」と「その心」を学んでもらおうと
鹿児島市内の中学生の岐阜（一部三重県）への研修旅行でありま
した。スポンサークラブとして当中央クラブも共催し、私も代表と
して参加しました。
　選抜された３８人の中学生と引率の先生４人も加わり、東クラブ
１４人、中央クラブ１人の総勢５７人で、１０月１５日に１泊２日の
日程で出発し、宝暦治水で指揮を執った平田靱負の供養塔と２３
名の墓のある海蔵寺や治水神社などを見学し、夜は海津市長の義
士の功績にまつわる講和などがあり、当時の様子に思いをはせまし
た。２日目は同じく義士の墓のある天照寺で名物和尚さんの顕彰歌
を交えた講和をいただき先人の遺徳を偲び、その後島津義弘公が
敵中突破をした関ヶ原の戦いの後も見学しました。
　研修旅行には友好クラブの岐阜サンリバーロータリークラブが
協力、地元の岐阜新聞、読売新聞が取材にあたり、翌日の新聞に
掲載されました。派遣された中学生は「薩摩義士が命がけでやっ
た工事のおかげで、今の鹿児島と岐阜の絆がある。大切にしたい。」
と語っていました。
　また、当地におきましては未だ「薩摩義士への感謝」を抱いてい
る様子が伺えて、中学生だけでなく参加した私も感銘を受けた、す
ばらしい記念事業でありました。

４０周年記念式典　報告４０周年記念式典　報告

会  長  の  時  間 丸山　　修

　先週の例会は職場訪問例会でした。鹿児
島女子短期大学を訪問させて頂きました。
学園内何かとご多用中にも拘らず、受け入
れて頂いた、学校法人志學館学園の職員の
方々、特に当クラブ会員でもある志賀啓一理
事長には、お世話になりました。
　そして担当の職業奉仕委員会、田中和俊
委員長には、訪問の打合せ、大変ご苦労をお掛けしました。
お二方に改めてお礼を申し上げます。有難うございました。
　外部からは全く窺いしれない学内に入れて頂き、活気ある教
育の現場で一生懸命指導している先生方や、目を輝かせて勉
学に励んでいる学生たちを目の当たりにして、こちらまで元気
をもらったような気がしています。
　さて、早いもので１０月２２（土）に開催された創立４０周年
記念式典・祝賀会から２週間余り経ちました。
　時系列的に顧みますと、２１日に会津若松西ＲＣの空港お迎
え、仙巌園へ同行、夜の食事会、２２日セ釜山ＲＣの中央駅お
迎え、那覇西のご到着、本番の式典・祝賀会、２次会、３次会
後は、覚えがない人もいるかもしれませんが。
　そして２３日午前会津若松西お見送り、お昼のセ釜山の握り

寿司講習、夜の食事会、２３日早朝新幹線お見送りと、ざっと、
このようなものでした。
今ここで会長がしゃべりすぎると、本日のプログラム　４０周
年事業報告が台無しになる　とお叱りを受けそうですが。皆様
に感謝の気持ちだけは、お伝えしたいのでお許し下さい。
　４０周年記念事業実行委員会、海江田委員長をはじめ、実行
責任者として事業全般に目配り、気配りの前迫副委員長、また
実行委員会交流部の石塚会員のもと、セ釜山担当川畑国際奉
仕委員長、会津若松西担当池畠直前交流委員長、那覇西担当
本坊会員、会員の目にはふれない所で、お役目しっかりと果た
して頂きました。
　実行委員の皆様には、自身の職業や技術を生かして協力頂
いた事忘れません。これがなければこの事業の成功はありませ
んでした。
　また当日、行動でお示しを頂いた会員のお一人、お一人に心
からお礼申し上げます。やはりロータリアンはいざとなると違
います。やります。本当に有難うございました。
　文字数が尽きましたが、最後に報告があります。
　会津若松西ＲＣとの友好盟約について、お互い更なる友好
の発展をめざそうという事で、１０月２２日に５年ごとに更新し
ている「友好ロータリークラブ盟約書」を高久敏雄会長と取り
交わしました。以上で終わります。

国際奉仕フォーラム
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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



議　題
１）11・12 月例会プログラム及び行事予定
　（添付資料）　　・・・・承認
　①　11/14（月）　国際奉仕フォーラム

について
　　テーマ「これからのセ釜山 RCとの交流のあり方」
　②　12/5（月）　職業奉仕フォーラムについて
　　テーマ「職業奉仕について」　
２）会計報告（別紙明細）　　・・・・承認
　①　10 月度試算表について

３）忘年家族会について　　・・・・承認
　①　日時：平成 28 年 12 月10日（土）　18：30 ～
　②　場所：ポルトカーサ　　　　　　　　　　　
４）社会奉仕プロジェクト　鹿児島乳児院訪問について
　例年通り、RAC の協力をいただく都合で 12/17（土）15 時

ころより実施予定。
５）職業奉仕賞候補者推薦について（添付資料）
　授賞式　1/30（月）　添付案内文書を送り次回理事会にて
決定予定。
６）その他
　①　次回理事会について
　　　平成 28 年 12 月5日（月）　例会終了後　於：開聞
　②　米山奨学会寄付について（報告）
　　　10 月分スマイル　66,348 円→　66,348 円寄付

11月定例理事会議事録11月定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成28年11月7日（月）
例会後　～　
丸山　修・青﨑　彰
吉田健朗・深野木信
田中和俊・橋元　隆
川畑英樹・新名主聡
宮脇謙舟・高岡和也
宇都和治・小福田博　

11月7日のスマイル  小計 55,000円　2016～2017年度　累計 412,173円

で、後輩かも思い肩をたたけば５つ上の先輩でした。頭のハゲた同級生に
「お前も白髪が増えて毛がうすくなったネ」と云われました。何はともあれ
～皆、年を取り、真に敬老会の様でした。最後は皆で肩組み合って、校歌を
声高らかに唄う姿は５０～６０年前の青春時代に戻ったひとときでした！
●田中　和俊君／先週の例会は、鹿児島女子短期大学にて職場訪問例会
を開催させていただきました。今回の職場訪問例会は、出席者も４１名と
多く会員の関心の高さがうかがえました。社会に出て活躍するために真剣
に学んでいる学生たちとそれを支える大学の皆様の熱意が伝わり、鹿児
島中央ロータリークラブ第２３代会長、故志賀達一様の職業奉仕の精神が
ここにも活きていると感じました。最後に、理事長である志賀啓一会員、鹿
児島女子短期大学学長幾留秀一様をはじめ職員の皆様方には大変お世
話になりました。心より御礼申し上げます。またボリュームたっぷりの美味
しいお弁当を配達してくださった、城山ストアーの池畠会員にも感謝申し
上げます。
●長濱　まや君／お誕生日お祝いありがとうございます、これからも仕事
と子育てがんばってまいります。それと、先日ＩＴフェスタで行われたホー
ムページ大賞商用部門にて本坊酒造様が受賞されていましたのでこの場
を借りてお祝い申し上げます。弊社のクライアント、奄美の里様も企業賞
を受賞しました。今後も良い仕事ができるよう努力してまいります。
●石﨑　信一郎君／誕生日祝い、有難うございました。年の事は、出来る
だけ考えない様にしてますが、やはり体力が落ちているのを感ずるこの頃
です。ロータリーの先輩を見習って、頑張ります。
●志賀　啓一君／①去る１０月２２日の創立記念祝賀会では、ヤング踊り
連Ｔｅａｍ鹿女短をつかっていただき、まことにありがとうございました。
彼女たちにとっても、よい経験になったのではないかと思います。②１０月
２２日は長女の５歳の誕生日でした。長女との激しい駆け引きの結果、１５
時集合にも関わらず、１６時過ぎに会場入りとなってしまいましたことを
お詫び申し上げます。③去る１０月３１日の職場訪問例会では、鹿児島女
子短期大学に訪問いただき、まことにありがとうございました。また、求人
表を持っていかれた方もおられ、感謝申し上げます。今後も求人、あるいは
入試の相談等ありましたら、是非私の方までお問い合わせください。④短
大の方は過ぎてしまいましたが、来る１１月１９日、２０日に志學館大学の
大学祭が開催されます。鹿大祭と違って小規模ですが、興味のある方はお
越しください。入試説明会も行っております。⑤３週分のスマイルが溜ま
るこの日に複数の事項で出してしまい、申し訳ないので、まとめてビッグで
出させていただきます。
●新納　薫君／本日次女がお産の為大阪より里帰りします。予定日は１月
６日頃ひょっとしたら年末から元旦出産もありえるかと思っています。私
にとっては、２人目の孫となりますが、ただただ健康な赤ちゃんが、無事生
まれる事を祈るだけです。今回安産祈願を込めて本日スマイルさせて頂き
ます。

●丸山君・吉田君／先週の職場訪問例会では、志賀会員のおとりはからい
で、普通ではなかなか入れない、鹿児島女子短期大学に入れていただきあ
りがとうございました。
●丸山　修君／先の４０周年事業、会長の時間でも、お礼申し上げますが、
無事に終える事ができました。皆様のご協力に厚く、お礼申し上げます。
●吉田　健朗君／先月の４０周年記念式典は、海江田実行委員長、前迫副
実行委員長はじめ関係各位お疲れ様でした。個人的には式典部会を担当
させていただきましたが、準備不足もあり当日かなりバタついてしまい申
し訳ございませんでした。とくにメインアトラクションの「ヤング踊り連鹿
女短」を当日鹿女短の文化祭前夜祭だったにもかかわらずスケジュールの
合間を縫って参加の段取りつけていただきました志賀会員においては感
謝申し上げます。４０年ほど応援している日本ハムファイターズが日本シ
リーズを制し１０年ぶりの日本一にもなった個人的な喜びも合わせてスマ
イルさせていただきます。
●海江田　順三郎君／創立４０周年の式典、祝賀会が無事終了しました
事を、実行委員及び会員の皆様に心より感謝いたします。本日は中国長沙
市へ出張中のため、欠席をお許し願います。
●沖野　秀一郎君／４０年の歴史をもつわがクラブのたった３名の
チャーターメンバーの一人として、全く予想もしなかった表彰を２つも戴
くことが出来ました。恐れ多い次第だと感謝しております。聖路加国際病
院の日野原重明先生が百才を過ぎてテレビや新聞にも出ていらっしゃる
のを参考に、私も早朝回診をがんばろうと念じています。皆さんどうぞよろ
しく。
●尾堂　友紀君／遅くなりましたが、先月の結婚祝い、ありがとうござい
ました。
●前迫　実君／４０周年記念式典時に感謝状を頂きました。事業に関わ
れましたことに感謝いたします。
●小原　正信君／先日の式典におきまして賜りました在籍記念のクリス
タルガラスの楯は２５年の歳月を感じさせるずしりと重いものでした。重
さにつぶされぬよう今後も精進致します。ありがとうございました。
●石塚　俊雄君／４０周年記念式典、前迫副実行委員長麾下、各実行委
員の頑張りで成功裡に終了しました。遠来の姉妹及び友好クラブの接待
に尽力された、川畑、池畠、本坊会員本当に御苦労様でした。記念誌作成を
残すのみとなりましたが、担当委員の最後の一踏ん張りで大団円となりま
す。頑張ろう！
●岡部　龍一郎君／誕生日のお祝いありがとうございます。６４才になり
ます。いよいよ来年高齢者の仲間入りです。
●池畠　泰光君／誕生日プレゼントいつもありがとうございます。先月は
母校の同窓会があり出席しました所、先輩かと思い声をかければ２つ後輩
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ゲスト卓話＝ＭＢＣ
「昭和のふるさと～ＭＢＣアーカイブス」

次 回 例 会　平成28年11月21日（土）

会長挨拶：会長　丸山　修君
誕生日お祝い：重久　善一君（２日） 岡部　龍一郎君（18日）
　　　　　　  久米田　喜三郎君（19日）   長濱　まや君（19日）
　　　　　　  石﨑　信一郎君（21日）   池畠　泰光君（25日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　①週報　②月信　１１月号
　　　　　　　　③ロータリーの友　１１月号　④公式訪問写真
２）新春合同例会について（11/１FAX案内済み）
　　平成29年１月11日（水）　12：30 ～ 13：30　サンロイヤルホテル
　　※出欠を早めに事務局までお知らせください。
３）RAC例会
　　11/９（水）　20：00 ～　リバティークラブ
　　指名出席者→宇都・小原・前迫　各会員
４）RCC例会
　　11/13（日）　11：00 ～　鹿児島市中央公園
  　　指名出席者→石﨑・中間　各会員

５）本日　定例理事会開催　例会終了後　開聞
６）次週　11/14（月）例会プログラム・国際奉仕フォーラム
　　「これからのセ釜山RCとの交流のあり方」
３分間情報：友の見どころ→広報・雑誌IT委員会
卓話：「創立４０周年記念事業の報告」
　　　前迫　実君　　「記念式典・祝賀会の報告」
　　　青﨑　彰君　　「東RCとの共催記念事業の報告」

第1832回例会
前々回（10月22日）の補正

59名
59名

41名
50名

74.55%
87.72%

出席報告 会員数 出席数 出席率

※ 掲載スペースの関係で、一部削除させていただきました。


