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３月２５日（土）は中央ＲＣ毎年恒
例の観桜会が東急ＲＥＩホテルで開催
されました。
例年以上、多数のロータリアンやご
家族、ローターアクトのメンバーの御
出席のもと、賑やかで盛会のうちに閉
会できました。
三島親睦委員長をはじめ、親睦委員会の皆様の力を
結集した結果と心から感謝申し上げます。また桜のお
題での川柳盛り上がりましたね。
ところで梅は中国渡来で、中国文化の影響の強かっ
た奈良時代の万葉集の時代では花と言えば梅の事でし
た。梅の花の歌１１８首に対して桜の花の歌は４４首
にすぎなかったそうです。
一方桜は日本固有の植物であり、古事記に登場する
木花咲耶姫（このはなさくやひめ）が宿ると言われ、
とても神聖な木と捉えられていました。日本人との関
わりは、実は梅よりも桜が早かったという事になりま
す。
そして平安時代の国風文化の影響以降、桜は花の代
名詞となり花の中でも特別な地位を占めるようになり
ました。
この様に桜の花は日本人にとって咲き始めてから

PETS（会長エレクト研修セミナー）報告
■青﨑 彰
去る３月５日のＰＥＴＳに参加でき
なくて、補講として１９日に宮崎市ホ
テルマリックスにて開催されましたの
で、その報告をいたします。本来であ
れば２日コースですが、補講というこ
とで、１日かけてありました。
１．ＰＥＴＳの目的
次期クラブ会長がその任務に備えるための研修。
２．２０１７－２０１８ ＲＩ会長とＲＩテーマ
会長はイアン・ライズリー氏。オーストラリア
（ビクトリア州）、公認会計士。ＲＩ財務長、財団
委員長等歴任。奥さんはパストガバナー
ＲＩのテーマは「ロータリー：変化をもたらす」
「ロータリーは何ですか」の問いに私たちは行動
をもって答えます。奉仕を通じて変化をもたらすこ
とによって、ロータリーとは何か、何をするのかを
世界に理解してもらうことが大
切です。地域社会と世界に変化
前回例会出席率
を生み出したいという願い、
83.02%
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❸ 好意と友情を深めるか

題 名：「Pepper for Biz のご紹介と活用事例について」
卓話者：ソフトバンク株式会社 法人事業統括 大平 望 様
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広報・雑誌・IT委員会
❹ みんなのためになるかどうか

母子の健康月間

散って行くさまが大きな関心事になって今日に至って
いる訳です。
そういう理由から戦国時代、江戸時代には桜の花を
大いにめでる事はあっても、これを家紋としたりする
ことはありませんでした。
桜の花はいつの時代でも戦いを超えたいわば平和の
シンボルだったのでしょう。
明治４５年アメリカの首都ワシントンに尾崎東京市
長から桜の苗木６０４０本が贈られその後多くの人に
守られ見事に成長していきました。１００年余りたっ
た今でも毎年「アメリカ桜祭り」が催され、日米親善
のしるしとなっています。
アメリカからはその返礼として、大正４年アメリカ
で最も愛される花の一つとしてハナミズキが贈られた
そうです。
その後日本の軍国主義が進み、軍歌でも、軍人の見
事に散るを美徳とするような教育がなされ、桜にも国
民にとっても不幸な時代でした。現在では桜の開花情
報が毎日のニュースになる時代ですから花を楽しむの
には良い時代かもしれません。
桜にちなんだ歌で好きな歌があります。平安時代末
期に西行法師が詠んだ
願わくは 花の下にて春死なん その如月の望月の頃
本日は以上でおわります。

ロータリーを通じてそれを実現できるようになった
人が集まった組織でありたい。つまり従来の倫理理
論から実践へと変化することと理解します。ロータ
リーとライオンズの違いがなくなりつつあるのかも
しれません。
MAKING A DIFFERENCE (変化をもたらす？)
３．押川弘巳地区ガバナーエレクトの地区方針
ロータリーを知り、よく理解しよう
①会員拡大増強と維持 年間純増１名（５１名以
上のクラブは２名）
現在２,４００名前後の会員数で６００名前後
が３年未満の会員。そして退会される会員の多
い層であり、ロータリーとは何なのか理解して
いただくことが会員増に繋がる。
②種々の研修セミナーの開催
③地区組織・機構改革の下準備
④対外的なアピールを活性化させる
地区目標として
①地区戦略委員会活動を重視（最低３年先を見
据えた計画）②ポリオの後一歩の運動の後押し
③財団寄付ゼロクラブをなくす（２～３クラブ
がゼロ）④カナダ・トロントの国際会議への参
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加を促す。
４．ＰＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）に
ついて
一人一人のロータリアンが自発的に、自覚を持っ
た話し合いをし、ロータリーを理解する研修会で、
パート１～３の全ての研修がディスカッション形式
で行われます。対象は、
次年度会長・幹事及び入会５年未満の会員です。
５．各部門の活動内容、方針
６．米山記念奨学会
寄付目標15,000円／人

米山奨学生 当クラブ モス・アミナ・サリナ
バハマ出身
鹿児島大学博士課程 農水圏資源環境科学部 ２年
７．MyRotaryの利用促進 各種情報及び活動報告 及
びfacebookの活用
８．地区関係資金（人頭分担金）予算について
９．ガバナー公式訪問
８月７日（月）
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
・会員増強についての意見
・３年後のクラブのありよう
土曜、帰宅したあとは、しばらく放心状態でした。川路さん
におかれましては、自分のカミさんまでお気遣いいただき、
ロータリアンの優しさにありがたい気持ちで帰路につくこ
とができました。
●林 秀之君／２年間大変お世話になりました。
今回、本
店営業部へ転勤になりました。福岡に来られた際はお立寄
り下さい。先日、思い出作りに硫黄島に行ってきました。ク
ジャクが道路を歩いていてビックリ。
●加島 繁君／３月始めに鹿児島マラソンとお誕生日祝を
いただきましたが、その日はバタバタしており皆様にお礼
が遅くなりましたので今回スマイルをさせていただきます。
鹿児島マラソンではファンランでしたが皆様に気を使って
いただきありがとうございました。さらに３月は誕生祝い
をいただき感謝しております。誕生日は３月後半、私のマン
ションの中庭に家内が植樹してくれた陽光桜が誕生日に合
わせて満開時期を迎えますが、今年は咲いてはくれず寂し
い思いでしたが観桜会で皆様に拍手をいただきうれしい一
日でした。感謝しております。
●新納 薫君／誕生日祝いありがとうございました。今月
２２日で満６２才となりました。最近健康診断を受ける度
各数値が大変気になるこの頃ですが、家族からも言われて
います禁煙を今回皆様に宣言し、スマイルさせて頂きます。
●是枝 良実君／誕生日祝いありがとうございました。６
３才になりましたが、中央ロータリーでは一番初々しい新
人です。今後共よろしくご指導お願いします。
●大坪 泰三君／鹿児島中央ロータリークラブ最後の例会
となってしまいました。会長さんを始めとして、会員の皆様
には大変、親しく親切にして頂き、感謝の気持ちで一杯です。
ありがとうございました。

●丸山 修君・吉田 健朗君／先日の観桜会、三島親睦委員
長をはじめ親睦委員の皆様、おかげ様で、大盛会のうちに納
会できました。皆様ご協力ありがとうございました。
●丸山 修君／結婚記念日お祝ありがとうございました。
東京にいる娘が結婚した結果、嫁の居場所がなくなり鹿児
島で「ままごと」の様な生活を送っています。
●海江田順三郎君／結婚記念祝を頂き有難うございます。
昭和３１年に挙式して６０年余りになります。家内も８０
代半ばになり、何事も二人で一人前で、
英語のベターハーフ
の意味が判ってきました。
●尾立 六市君／３月１日結婚記念日、３月４日誕生日の
お祝いありがとうございます。妻が１９才のとき知り合い
２３才のとき結婚して３６年になります。愛想をつかさ
れないように、がんばってます。昨日は綾小路きみまろの
ショーを見に行きました。大笑いのショーでした。
●里 良男君／結婚記念日お祝い、有難うございました。
何
年目かは忘れました。
●神野 洋介君／結婚祝頂き有難うございます。
忘れてま
した。
（尚、スマイルしたお金は宮脇さんからいただいてた
り）
●橋元 隆君／３月２５日、観桜会では夫婦共々、沢山の商
品が当たりましてありがとうございます。
「キレイだね、桜
のことよ、キミじゃない」の妻も喜んでおります。
●竹添 寛君／誕生日祝いありがとうございます。今月初
出席で遅くなりすいません。最近は本坊、岡部会員以下に
なっておりますが、しっかりメイクアップしております。本
日はまた途中退席しますのでおわびかねてスマイルします。
●宇都 和治君／結婚記念日の御祝い有難うございました。
今朝、ささいな事で口ゲンカしてしまいました。今日が結婚
記念日とはゴメンナサイ！
●三島 浩幸君／連続出席表彰ありがとうございます。今
後もまじめな中央ロータリー全ての先輩方を見習ってがん
ばります。あわせて、先週末開催された観桜会への多数のご
参加ありがとうございました。納涼、クリスマス、
観桜会三
大行事が、みなさんのご協力の元、無事終了することができ、

第１８４８回例会記録
３

月

27

日（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長 丸山 修君
結婚記念日お祝い：尾立 六市君（１日） 宇都 和治君（９日）
里 良男君（11日）
原田 正弘君（13日）
海江田順三郎君（15日） 丸山 修君（16日）
宮脇 謙舟君（22日）
会務報告：幹事 吉田 健朗君
１）本日の配布
２）掲示板
３）ラウンドテーブル 日程変更について
・3/27（月）（本日）と4/24（月）→中止
・4/10（月） 18：30～ ごはんのじかん
担当：プログラム・職業奉仕・交流委員会 合同担当
４）次週例会プログラム
・4/3（月） 会員卓話＝高岡和也君・ソフトバンクの方
「感情認識ロボット ペッパー君登場」

3月27日のスマイル 小計 47,000円 2016～2017年度 累計754,570円

・例会終了後
定例理事会開催
・18：00～ 山形屋食堂 年輪会開催 終了後 新入会員との懇親会
出席報告：出席委員会
連続出席表彰→三島 浩幸君（３年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告
３分間情報
会員卓話＝会長エレクト 青﨑 彰君
「PETS報告」

次 回 例 会 平成29年4月10日（月）
会員卓話＝吉村 隆博君・川路 理幸君
「ワタクシ、仕事が終わると大型バイクライダーなのです」
出席報告
第1848回例会
前々回（3月6日）の補正

会員数
59名
59名

出席数
44名
44名

出席率
83.02%
83.02%

