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原点にかえり、まず行動を！原点にかえり、まず行動を！ 週報 No.1835　　

■青﨑　彰
　この度、伝統ある鹿児島中央ロータリークラブの第41代
会長に就任しました。まだ入会歴７年で分不相応ではあり
ますが、会長職を仰せつかることになりました。何卒会員
皆様のお力をお借りして、この１年間最善を尽くす所存で
あります。
　さて本年度ＲIテーマは「ロータリー：変化をもたらす」
です。「ロータリーとは何ですか」の問いに、「私たちは
行動を持って応えます。奉仕を通じて変化をもたらしま
す。」と掲げられました。なかなか難しいテーマですが、
世界の変革はすさまじいもので、その時代に沿ってロータ
リー自体も改変しなければ、存在価値が失われるものと思
います。そして押川弘巳地区ガバナーは地区テーマとして
「ロータリーを知り、理解を深めよう」を掲げられ、実践
に重点を置いた地区活動を推進することを表明されまし
た。
　また、会員増強につきましては、地区目標は会員純増１
名です。これは簡単そうでありますが、なかなか難しいも
のです。年度末で５人退会され、お二人は後任として入会
されますが、３名は純然たる退会です。純増１名を加え合
計４名が目標となります。
　本年度のクラブテーマにつきまして、昨年度に丸山前会
長が「学び、育み、実行しよう」を掲げられ推進された活
動を、さらに掘り下げて本年度は「原点にかえり、まず行
動を！」と致しました。入会の動機は皆さんそれぞれで
しょうが、ロータリーの目的に向けて、まず行動してみる

ことも大切と思います。ロータリー
は社交クラブであり、会員同士がよ
く知り合い、切磋琢磨し、自己研鑽

により、ロータリアンとしての奉仕の心を育んでいけるも
のと信じます。そのためには、例会に、ＲＴに、そしてク
ラブ内外行事に積極的に参加し行動に移すことと信じま
す。
　あるクラブの会長さんが「もう一度ロータリーを意識し
ませんか」とテーマを掲げられました。まったく同感で私
もマンネリ化して、なんとなく例会に出席し、なんとなく
生活しているところもありました。何のためにロータリー
に入会したのか、そこの原点にもう一度帰り、意識して行
動することが必要かと感じました。皆さんはどうでしょう
か。例会に出席し、仲間に会い、楽しい会話や興味のある
卓話を聞き、自分の人生の道しるべとなることもあるで
しょう。そしてそこで得たものを奉仕に生かしていけるで
しょう。ロータリーには素晴らしい方が多く、各分野で秀
でた方も多く、我がクラブも同様です。その方々と親しく
なり同じ目標を持つ同士として奉仕に取り組めることは、
大変有意義なことではないでしょうか。
　ロータリアンとして浅学な私ですが、全力で対処してま
いりますので、皆様のお力添えとご指導をお願い致しま
す。

■小福田　博
　幹事に就任いたしました小福田です。
会長以上に入会後日の浅い新米幹事です
が、精一杯務めさせて頂きますのでよろ
しくお願いいたします。
　さて、幹事業務に関しては、入会させ
て頂いた時の川畑会長の印象がきわめて
強く、坂元幹事の大変さをきちんと感じとることはできま
せんでした。幹事業務が印象に残ったのは、宮脇幹事の頃
であり、私自身ロータリーに多少慣れてきたため、ようや

会長・幹事就任の挨拶会長・幹事就任の挨拶

会  長  の  時  間 青﨑　　彰

　初めての会長の時間です。私のロータ
リーの疑問であったことについて話をしま
す。
　私たちは１年の生活は１月スタートで
12月が締めくくりであり、学校は４月～３
月、会社においては事業年度を自由に決め
られます。ではロータリー年度はどうして
７月１日から始まるのでしょうか？それは、ロータリーが
創始されたアメリカで７月１日が新年度だったのでしょう
か。いいえそうではなかったようです。
　皆さんご存知の通り1905年２月23日シカゴロータリー
クラブが誕生し、各地でクラブが設立されました。その後い
ろいろなクラブが一同に集まるコンベンションが1910年８
月18日に登録者60名で開かれ、ポール・ハリスが初代全米
連合会会長に選ばれました。翌年1911年８月21日にロータ
リー全米連合会がロータリー国際連合体になり、会計年度

もこの８月21日開始となりました。その後財務報告や代議
員の決定等十分な時間の余裕をもって準備するために1913
年４月の理事会で６月30日を会計年度の最終日と定められ
ました。ここに事業年度は７月から６月の１年間となりま
した。
　次に、点鐘について調べていましたら、どうも日本だけで
行われているようで、例会だけでなく、年次大会、地区大会
など全ての会合で点鐘で始まり、点鐘で終わります。何ら違
和感がありません。さて外国では点鐘の代わりに“Call to 
Order”つまり“お静かに願います”“開会します”と発言が
あって例会が始まり、あるいは発言に続くお祈りの後例会
に入るというケースが多いようです。鐘を鳴らす場合も、食
事が済んで幹事報告やスピーチが始まる前に鳴らすのが一
般的で、木槌を叩くこともあるようです。オークションや裁
判のシーンで木槌をコンコンと打つイメージでしょうか。
いずれにせよ、開会閉会を鐘で告げるのは日本だけのよう
です。

会員卓話＝星原　一弘君・久積　圭三君　「新入会員自己紹介」

前回例会出席率
86.00%

本日のプログラム

平成29年7月10日　第1862回例会



議　題
１）7・8 月例会プログラム及び行事予定

（添付資料）
２）会計報告（別紙明細）
　①2017-2018 年度予算について
　　　　　　　　　　・・・　承認
３）ガバナー公式訪問について
　日程：平成 29 年 8 月7日（月）
　　　　・・・　会場をポルトカーサに変更
４）スリランカ洪水に対する義捐金のお願い　・・・　１人１ ,０００円相

当額の支出を承認
５）情報集会日程・テーマについて
　　日　程：８月２９日（火）～９月８日（金）
　　テーマ：「クラブ内外行事への参加について」
６）納涼家族会について　　　　　　　　　 
　日程：平成２９年８月１８日（金）　18：30 ～
　場所：未定

　会費：（前年度例）　・・・　承認
　　　　会員・夫人他大人 ５,０００円
　　　　RAC・RCC ４,０００円
　　　　中・高校生  ２,０００円
　　　　小学生以下 無料
　　　　特別徴収金より　　　１,０００円 / 一人当・・・承認
７）新入会員候補者について（推薦書添付）　・・・　新入

会員候補者資料の作成
　☆氏　名：丸山　健太郎 Ｓ35.2.11 生
　　勤務先：株式会社　南日本放送　常務取締役
　☆氏　名：佐潟　隆一 S31.3.17 生
　　勤務先：株式会社　南日本新聞社　常務取締役
８）年輪会開催について　・・・　会長一任
９）その他
　①次回理事会について
　　平成 29 年８月７日（月）　例会終了後　於：ポルトカーサ
　②入来慶子さんピアノリサイタルチケット３０枚の購入　・・・　承認
　③ＲＣＣへの５万円の寄付（９日指名出席者が持参）　・・・　承認

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成29年7月3日（月）
例会後　～　
青﨑　彰・小福田博
池畠泰光・加島　繁
橋元　隆・吉田健朗
稲留　宏・下村哲也
田中和俊・松元まや
丸山　修　
竹添寛・岡部龍一郎

レディースデ－例会　ミニコンサート「ヴァイオリンとピアノの奏」
ヴァイオリン　今林吹音様　ピアノ　入来慶子様

次 回 例 会　平成29年7月24日（月）

7月3日のスマイル  小計 33,000円　2017～2018年度　累計 33,000円

●青﨑　彰君・小福田　博君／ベストフレンドの丸山健太
郎様、佐潟隆一様ようこそ、我中央ＲＣへ。今日は楽しんで
下さい。また、本日は青﨑・小福田丸を出航致します。１年間
宜しくお願いします。
●青﨑　彰君／誕生祝い有難うございます。新年度早々の
お祝いで、スタートが良いです。
●椨　茂吉君／余り有難くない誕生日祝い有難うございま
す。
●丸元　貞夫君／本日、「青﨑・小福田号」が晴れて出港しま
した。御目出度う御座居ます。向う一年間の無事の航海をお
祈り致します。
●本坊　修君／青﨑様、小福田様今年度の第一回目の例会
ですが頑張って下さい。
３日間の陸上競技選手権大会が今日終了致しました。３年
後に行なわれる鹿児島国体ですが厳しい状況です。
●前迫　実君／青﨑、小福田両名の会長幹事船出を祝しス
マイルいたします。１年間のご活躍を祈念いたします。
●石塚　俊雄君／前年度ホーム100％出席という事ですが、

他に行く所がないだけの事です。昨日我クラブツーリング
同好会で飫肥城址迄行きました。酷暑を物ともせず４人で
楽しんできました。帰りは桜島パーキングエリアで解散と
なりましたが、途端に川路嬢が150～160㎞で爆走しだしま
した。人は見掛によりませんよ！
●丸山　修君／いよいよ新年度が始まりました。青﨑、小福
田丸の御安全な出港、そして１年後の入港を願っておりま
す。
●中原　勲君／ 26日の、例会兼会長・幹事慰労会は、欠席で
申し訳ありません。先日の興津Ｇ補佐のお話に関連する記
事がありましたので、各テーブルにコピーを配布します。ご
一読下さい。
●吉田　健朗君／先日の慰労会はありがとうございました。
青﨑丸の船出を心よりお祝い申し上げます。本日より事務
局も新人の高橋さんが一人立ちです。こちらもよろしくお
願いします。また本日ベストフレンドでお越しの佐潟さん
丸山さん入会をお待ちしてます。
●中間　貴志君／６月29日三人目の子次男が誕生しました。
元気に育ってほしいと思います。私も頑張ります。
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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：米山記念奨学生　モスアミナサリナ　さま
ビジター紹介：丸山　健太郎様、佐潟　隆一様
食事：米山ランチ
バッジ交代式：会長　丸山　修君⇒青﨑　彰君
　　　　　　　幹事　吉田　健朗君⇒小福田　博君
会長挨拶：会長　青﨑　彰君
　【委嘱状伝達】
　海江田　順三郎君⇒地区管理運営・連絡委員会　委員
　椨　茂吉君⇒米山記念奨学会部門委員　米山学友委員会委員長
　丸山　 修君⇒ガバナー補佐　地区研修委員会委員、RLI委員会委員
　地区管理運営・連絡委員会委員、新クラブ拡大委員会委員
奨学金支給：モスアミナサリナ　さま
誕生日お祝い：稲葉　直壽君（7日）　青﨑　彰君（18日）
　　　　　　　椨　茂吉君（23日）　久積　圭三君（30日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　①月信　７月　②会員名簿　③ポスター　④週報綴り
　　③④退出時にお持ち帰りください。
２）掲示板　創立40周年決算表
３）セ釜山離就任式
　　日　時：７月６日（木）　19：30～　ゴールデンビューヴッフェ
　　参加者：青﨑　彰君・小福田　博君・椨　茂吉君
　　　　　　岡部　龍一郎君・重久　善一君　以上　５名

４）本日定例理事会　　　例会後　　於：開聞
５）７月ロータリーレート変更
　　１ドル＝111円　となります。
６）７/９（日）RCC例会　指名出席者→田中、川畑各会員
７）次週　7/10（月）例会プログラムは、
　　会員卓話＝「新入会員　自己紹介」
　　　　　　　星原　一弘君、久積　圭三君　
友の見どころ：広報・雑誌・IT委員会
出席報告：出席委員会　
　　　　　前年度ホームクラブ100％出席表彰⇒石塚　俊雄君
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：40周年実行委員　前迫　実君
３分間情報 
卓話：会長　青﨑　彰君・幹事　小福田　博君
　　　「会長・幹事就任の挨拶」

第1861回例会
前々回（6月19日）の補正

54名
59名

43名
43名

86.00%
81.13%

出席報告 会員数 出席数 出席率

く周りのことが見えるようになったためだと思います。も
ちろん、そのわずか３年後に幹事を務めることになるとは
夢にも思いませんでした。
　ロータリーに入会して思うことは、入会しなければ絶対
に知り合いになることができないような方々と、知り合う
ことができ、また、何の利害関係も無くお話をすることが
できるということに尽きる気がします。私自身、幹部自衛
官からの転職でしたので、通常の経済活動というものを知

らず、ましてや奉仕活動等自分には縁のないものと考えて
いましたので、まずは驚き、次に感心したというのが正直
な感想です。
　会長のクラブテーマである「原点にかえり、まず行動
を！」の実践のため私にできることは少ないと思います
が、幹事として日々の例会にきちんと出席していくことか
ら始めてゆきたいと考えています。これからの１年間、よ
ろしくお願いいたします。


