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本日は先ほど、ゲスト紹介でひま
わりの会の皆様の御紹介を致しまし
たが、改めて歓迎の気持ちをお伝え
したいと思います。いずれの奥様方
もロータリー歴の長い方、会長経験
者婦人でいらっしゃいます。せっか
くの機会ですので、２０１６年規定
審議会の決定事項をひまわりの会及び中央ＲＣ会員
の皆さんと一緒に考えてみましょう。「そんなことは
もう知っているよ」と声が聞こえそうですが、少し
我慢して下さい。
ロータリーが誕生して大重ガバナー年度で１１１年、
財団が１００周年だそうです。
そのうち前半の６０年は外部活動はほとんどあり
ませんでした。一方で長期にわたり組織を維持発展
させたのは時代の変化に対応できたからと言えるか
もしれません。
ロータリー第一標語Ｓervice Ａbove Ｓelf は１９１１年
（明治４４）コリンズが提唱、これは「超我の奉仕」
として、あちこちの例会場で見かけます。当初は not
でしたが１９２０年（大正９年頃）above に変わっ
たと言われています。
第 二 標 語Ｏne Ｐroﬁts Мost Ｗho Ｓerves Ｂest
１９１０年（明治４３）シェルドンが提唱、特に大
重ガバナー年度では一番見聞きする標語です。当初
はＨe、２００４年（平成１６）Tｈeｙに２０１３（平

講 演「 女 性 が 輝 く 社 会 へ 」
■南日本新聞社読者局読者センター長 岩松 マミ
私は３５年以上前、南日本新聞社
の編集局に４人目の女性記者として
入社しました。女性記者の先輩たち
は結婚を機に退社し、女性記者は私
が１人という時期もありました。当
時、女性記者の配属先はなんとなく
文化部となっており、同期の男性は
社会部で事件担当していたので、女性はなぜ事件担
当させてもらえないのか、聞いたことがありまし
た。その時「現場で女性に黄色い声を出されたらか
なわん」と言われました。訓練や研修を通して適性
を見るのではなく、「女だからダ
前回例会出席率 メ」と言われるのは、残念と感じ
ました。そんな中、あるこわもて
73.58%
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成２５）Ｏｎe と変化して来ました。最近のロータリー
の考え方は女性会員を意識したか、団体での職業奉
仕を考えているのでしょう。職業奉仕とは、あくま
でも個人的見解ですが、本来ロータリアン一人一人
が個として行うものであり、集団で行うものではな
いと考えています。
２０１６規定審議会は、ロータリー大変革の時で
あり潮目が変わったと秦パストガバナーがおっしゃ
いました。その一部を紹介しますと
クラブ例会と出席に柔軟性と多様性を認める。
クラブ細則の変更により、毎月少なくとも２回例
会を・・・となりました。うち１回はインターネッ
ト上の例会でも良いそうです。この決定は標準ロー
タリークラブ定款に変更を加えるものではありませ
ん。
会員種類に関する柔軟性と多様性を認める。
今まで定款の規定では正会員と名誉会員の２つの
会員種類です。クラブ細則を修正する事により、例
えば準会員、法人会員、家族会員など・・・となっ
ていますがＲＩの人頭分担金を支払うのは正会員の
みとなっており、これらが支払われるのはクラブの
責任となります。
現役ローターアクターがアクトの会員を続けなが
ら同時にロータリークラブに入会できる事を認めま
した。会員の増強を図りたい、特に若い会員をとい
う考えの様です。
文字数オーバーとなりました。本日は以上と致しま
す。

のデスク（副部長）は「おれの部下として来た以
上、男も女もなか。平等に扱うから、いいな」と真
剣な顔で言い、本当に男女区別なく扱ってくれ、仕
事だけでなく、自分の人脈さえも教えてくれまし
た。他の先輩たちも「読者の半分は女性。女性記者
がいないとだめだ。おまえはやめるな」と、励まし
てくれました。多くの上司、先輩、同僚の支えがあ
り、今の私がいます。
現在、職場には個性豊かな、頼もしい女性後輩た
ちが４０人近くいます。事件、政治、経済、科学
と、あらゆる分野で頑張っています。私は女性支局
長第１号として伊集院町（現日置市）に赴任しまし
たが、今は複数の女性支局長が活躍しています。
今、女性活躍が叫ばれていますが、子育て環境が
整えられ、働きやすい、生きやすい社会になってい
けばと願っています。女性、男性、子どもも「みん
な、それぞれ輝く社会」になるように、私たちも仕
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事していきます。
毎週金曜日、ＭＢＣニューズナウでコーナーを担
当させてもらって４年。生放送なので、毎回緊張で
心臓がバクバクしています。テレビでは印象に残っ
た記事を紹介していますが、特に読者投稿の「ひろ
ば」欄を取り上げる時は、投稿者に会って話を聞き
ます。そして一通の投書にその方の人生がつまって
いることを実感しています。もしテレビ放送がな
かったら、紙面を一読して「いい話だな～」と終

わってしまっていたかもしれません。あらためて、
新聞は読者のみなさんに作っていただいていると感
じています。
テレビには音声も当然入るので、先日は記事でと
りあげた西郷隆盛を歌った吉野小学校の校歌を流し
てもらいました。文字だけでは伝えきれないことを
伝えられることはとても大きいと感じています。こ
れからも、少しでもわかりやすく、お伝えできれば
と思います。

ラウンドテーブル
担 当：国際奉仕委員会
日 時：２月 27 日（月）18:30～
場 所：ラ・シード クレア
参加者：川畑・石塚・橋元・森園
前迫・中間・加島・吉田
里・稲留・川路 計 11 名

●椨 茂吉君／２週連続で宮崎にロータリーの米山
の卒業式に出席して参りました。早いもので１５年間
米山の役員をして居りますが、そろそろ私もその役員
の卒業をさせて頂こうと思って帰って来る事でした。
●川畑 英樹君／皆さん、本日のラウンドテーブル
は国際奉仕委員会の担当で６時３０分より、ラ・シー
ド・クレアで行います。緊迫するインドネシアでのキ
ムジョンウン暗殺問題、北朝鮮はどうでるのか、韓国
は？日本は？はたまたトランプは？おいしい料理を
食べながら討論しましょう。話題が多すぎて今夜は帰
れないかも？
●宇都 和治君／８年連続出席表彰有難うございま
した。池畠出席委員長の笑顔の為に続けて頑張ります。

●丸山 修君・吉田 健朗君／岩松様におかれまして
は、本日の卓話よろしくお願いいたします。またひま
わりの会の皆様もようこそお越し下さいました。
●沖野 秀一郞君／私事ですが、今期長年務めて参り
ました公益社団法人鹿児島交響楽団後援会会長の職
を辞することになりました。いろいろな思い出があり
ましたが法人化する時に今は亡きわがクラブの竪山
会員と文部省に２回参上したことでした。皆様ご多忙
なお仕事をかかえておられることでしょうが、出来る
だけ多くの方が後援会に入会されることを期待しま
す。よろしくお願いします。

第１８４５回例会記録
２

月

27

日（ 月 ）

ロータリーソング：「手に手つないで」
職業宣言唱和：７
ゲスト紹介：南日本新聞社読者センター長 岩松 マミ様
ビジター紹介：ひまわりの会 石塚 妙子様 重久 直子様
橋元 香代様 丸元 マリ子様
会長挨拶：会長 丸山 修君
会務報告：幹事 吉田 健朗君
１）本日の配布 ①卓話者資料
２）会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 開催
日 時：３月４日（土）～５日（日）
場 所：シーガイア コンベンションセンター
参加者：ガバナー補佐エレクト 丸山 修君
会長エレクト
青﨑 彰君
３）ＲＹＬＡ（ライラ）のご案内
日 時：４月15日（土） ９：30～17：00
場 所：鹿児島歴史資料センター 「黎明館」
テーマ：「よみがえれ 維新スピリット」
～鹿児島を支えるプロに学ぶ～
ホストクラブ：鹿児島南ロータリークラブ

2月27日のスマイル 小計 12,000円 2016～2017年度 累計 666,570円

※参加希望の方は、３/13（月）までに事務局へお知らせください。
４）本日RT ラ・シード・クレア 18：30～ 担当：国際奉仕委員会
５）次週 ３/６ 例会プログラム
・会員卓話 「激走！鹿児島マラソン！出場者スピーチ」
・広報雑誌・ＩＴ委員会
「友の見どころ」
・例会終了後 定例理事会 開催予定
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
３分間情報
卓話＝南日本新聞社読者センター長 岩松 マミ様
テーマ 「女性が輝く社会へ」
卓話者紹介＝新名主 聡君
次 回 例 会 平成29年3月16日（木）

鹿児島東ＲＣとの合同例会
１８：３０～ サンデイズイン
出席報告
第1845回例会
前々回（2月13日）の補正

会員数
59名
59名

出席数
39名
44名

出席率
73.58%
84.62%

