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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！

山形屋７Ｆ社交室

■佐潟　隆一
　入会を認めていただき、そして自己紹介の
機会を与えていただき有難うございます。南
日本新聞社の常務取締役をつとめています。
役員として編集、論説、人事、労務を担当し、
関連会社で従業員約700人の南日本新聞販売
株式会社の社長も兼務しています。
　昭和31（1956）年３月17日、阿久根市で生
まれました。珍しい姓とよく言われますが姓は阿久根市の海
岸沿いにある集落名からきています。毎年旧暦４月８日、「ひ
な女祭り」が報道されることで知られる集落で、明治初めに
出された「薩隅日地理纂考」では「小潟」と記録されていて、
もともと阿久根市にしかない姓のようです。
　出水高校、鹿児島大学をへて南日本新聞社に入って38年に
なります。取材現場で社会部、文化部、川内支社、政経部、
宮之城支局、政経部、宮崎支局、政経部と比較的政経部に長
く在籍し、主に政治を担当しました。南風録も２年間書いて
いました。その後、人事部長、経営企画局長などをへて平成
19年12月に取締役、22年12月から常務をつとめています。
　子供は４人いますが、全員県外に出ていき今は伊敷ニュー
タウンで女房と二人です。特に趣味と言えるようなものはあ
りませんが通勤時など歩くことを心がけています。また仕事
柄、特にノンフィクションものをよく読みます。
　伝統ある鹿児島中央ロータリークラブで先輩会員の皆様と
交流させていただくことを非常に楽しみにしております。ご
指導をよろしくお願いいたします。

■丸山　健太郎
　丸山健太郎と申します。昭和35年２月生ま
れの57歳。鹿児島市で生まれ、小・中・高校、
大学とすべて鹿児島市で過ごし、昭和59年に
南日本放送に入社しました。最初の職場はテ
レビ制作部でディレクターとして情報番組や
音楽番組を作っていました。入社した年の10
月に始まったのが、今も放送している「どー

んと鹿児島」で、第１回の放送では見習いとして係わりました。
その「どんかご」も放送開始から33年になります。
　４年後に報道部に移り、警察担当として事件や事故を取材
したり、環境担当として世界遺産に登録される直前の屋久島
に通ったりしていました。その後、川内原発の増設問題が大
きな話題になったタイミングで川内支局に赴任し、原発担当
記者として、取材活動の傍ら、ＭＢＣの「原発取材ハンドブッ
ク」をとりまとめました。その後、本社でニュース番組の編
集長や国政選挙の仕切りなどをしていましたが、デジタル放
送に備える部署に異動してからは、総務部長や総務局長、管
理部門を担当する常務と、現場からどんどん遠ざかって、も
う17年になります。趣味は、若い頃はスキューバダイビング
やカヌー、キャンプなどをしていました。最近は50歳になっ
て始めたゴルフに夢中です。でもたまには釣りをしたり、シュ
ノーケルをしたり、家庭菜園を楽しんだりと、色が白くなる
ヒマがありません。
　最後にこの鹿児島中央ＲＣで多くのことを学ばせていただ
きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

■宇都　和治
　月信７月号のガバナー就任挨拶の中で押川
ガバナーは地区方針として３年以内の会員に
対しじっくりと研修（学習会）を行える機会
を提供し、若い会員の足場作りに重点を置き
たいと強調されています。前期学習会担当者
として実践したことを紹介しながら提言を含
め「学習会についての一考察」というテーマ
でお話しさせていただきます。2016 ～ 2017年度のクラブロー
タリー情報委員会として活動してきたことは次の通りです。

 第１回　８・８　テーマ：ロータリー創始者ポールハリスに学ぶ
 第２回　10・12　テーマ：日本のロータリー創立者米山梅吉に学ぶ
 第３回　12・12　テーマ：奉仕事業用語解説とその内容

新入会員自己紹介新入会員自己紹介

週報 No.1840　　

会  長  の  時  間 青﨑　　彰

　ロータリー新年が始まり、まだ１か月経
過した時点でのガバナー公式訪問が８月７
日にありました。皆様の協力によりまして
無事に終えることができました。ホッとし
ていると同時に半年が終わったような気分
です。そして先週の18日は納涼家族会が開
催され、志賀委員長をはじめ親睦委員会の
皆様には、準備からスムーズな進行まで大
変お世話になりました。心からお礼申し上げます。日程の関
係で金曜日になりまして参加者が少し少なかったようですが、
和やかで楽しい一時を過ごせたと思います。
　さて、本日21日は何の日でしょうか？はい、献血の日です。
1964年（昭和39年）のこの日、日本政府は「輸血用血液を献
血により確保する体制を確立」する閣議決定をしました。39
年の当時は売血が盛んであり、同年３月には駐日大使のライ

シャワー氏が輸血で肝炎感染したことや、全国の学生が黄色
い血の追放運動を展開したことなどがきっかけで閣議決定に
繋がっています。昭和38年には僅か２％程度しかなかった献
血由来の輸血用血液がその後10年間で国内自給達成となりま
した。最近の献血の状況はというと、なかなか思わしくなく
特に若年層の献血が非常に低下している状況です。いろいろ
献血の条件が厳しくなっていますが、絶対的に献血者の数が
少ないのが現実です。他のＲＣやライオンズＣでも献血運動
に取り組んでいるのもご承知のことであります。
　話は変わりますが23日は、“白虎隊の日”でもあります。戊
辰戦争で会津藩の白虎隊20人の隊員が飯盛山で自刃したのが
1868年のこの日です。会津若松西ＲＣとの関係で皆さんよく
ご存じかと思いますが、町に火の手が上がったのを落城した
と思い自刃しましたが、鶴ヶ城が降伏により開城したのは１
か月後のことでありました。藩主松平容保（かたもり）は敵
を近づけないために城下に火を放ったものであり、隊員の一
人飯盛貞吉（のちに貞雄に改名）が瀕死で救出され、彼の証
言で白虎隊の悲劇が語り継がれるようになったものです。

平成29年8月28日　第1867回例会

８月 会員増強・新クラブ結成
推進月間

ゲスト卓話＝美人ラボDRESS 代表　山元　彩子様
　　　　　　「世界を目指す美とは何か」

学習会についての一考察学習会についての一考察

本 日 の
プログラム

前回例会出席率
73.08%



会員卓話＝「相続についてフリートーク」
次 回 例 会　平成29年9月4日（月）

8月21日のスマイル  小計 18,000円　2017～2018年度　累計 135,930円

●丸山　修君／お盆休みを挟んでの前後、ガバナー公式訪問
や訪問前の補佐訪問で市内クラブを転々としていました。当
クラブ訪問では海江田パスト・ガバナーをはじめ、多数の会
員の熱烈な歓迎を受け押川ガバナーは大変感激されたようで
す。最初のクラブ訪問という事で大変張りきっての訪問でし
たが、日に日にお疲れのせいか少しずつ発言が穏便になり、
後半のクラブは幸運でした。地区幹事不在が３クラブあり送
迎も補佐の仕事となり大変でした。そんなこんなで誕生日お
祝いのお礼のスマイル遅くなりました。申し訳ありません。
有難うございました。
●池畠　泰光君／①連続出席表彰を頂きありがとうございま
す。石の上にも３年と申しますが４年も続いているなんて思っ
てもいなかったです。ロータリーは出席する所に意味がある
ものと思います。これからも日々精進してがんばります！！
②先日のサマーナイト花火大会では弊社のクイーンズしろや

まからMBC放送の丸山君の元でサマーナイトの実況放送を昨
年に引き続き中継されました。いつもありがとうございます。
●宇都　和治君／楽しい納涼家族会大変に有難うございまし
た。宇都ファミリー８人参加しました。志賀親睦委員長始め
役員の皆様御苦労様でした。事務局の高橋さん大きな初仕事
お疲れ様でした。感謝です。以上
●石﨑　信一郎君／結婚祝、有難うございます。結婚して、
何年になるかを思い出すのも、段々と面倒になる今日この頃
ですが、お互いに元気で居る事と適度な距離感が大事だなと
感じている次第です。「嫁が一番」これだけは今晩でも伝えよ
うと思います。
●丸山　健太郎君／本日は自己紹介の機会をいただき、あり
がとうございました。まだまだ分からないことだらけですが、
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
●佐潟　隆一君／入会も認めていただき、今日は自己紹介も
させていただき有難うございます。今後ともご指導をよろし
くお願いします。
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：５・６
食事：「米山ランチ」
会長挨拶：会長　青﨑　彰君　　
結婚記念日お祝い：石﨑　信一郎君（11日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　①ロータリーの友　８月号
　　　　　　　　②ガバナー公式訪問　記念写真（参加者のみ）
２）情報集会開催日程について（お知らせ）
　　１班と５班：９/５（火）18：30 ～　ごはんのじかん
　　３班：９/４（月）18：30 ～　ごはんのじかん　
　　４班：９/８（金）18：30 ～　ふぁみり庵はいから亭
　　６班：９/１（金）18：30 ～　ごはんのじかん　
　　※２班の世話人の方、日程調整をお早めにお願い致します。

　　自分の班に参加できない方は他の班でメーキャップをお
願い致します。

３）地区大会について（７/28 FAX済み）
　　日程：９/29（金）～ 10/１（日）
　　場所：シーガイアコンベンションセンター
　　※出欠を本日８/21（月）中に事務局までお知らせください。
　　　８/26（土）が参加登録締め切りです。

４）RAC例会　８/23（水） 20：00 ～　ごはんのじかん　映画鑑賞会
　　指名出席者→池脇・森園・清水・志賀・肥田木・石﨑・中間
　　　　　　　　新納　各会員
５）RCC例会　　８/27（日） 11：00 ～　鹿児島市　中央公園
　　指名出席者→久積・川路各会員
６）次週　８/28（月）
　　ゲスト卓話＝美人ラボDRESS代表　山元　彩子様
　　　　　　　　「世界を目指す美とは何か」
出席報告：出席委員会   
　　　　　連続出席表彰⇒池畠泰光君（４年）
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT委員会
会員卓話：佐潟　隆一君・丸山　健太郎君
　　　　　「新入会員自己紹介」

第1866回例会
前々回（７月31日）の補正

56名
56名

38名
40名

73.08%
78.43%

出席報告 会員数 出席数 出席率

 第４回　２・13　テーマ：通常使用されるロータリー用語解説
 第５回　６・12　テーマ：日本のポリオ発症から撲滅へ

　年間５回開催いたしました。
　学習会場は例会場、例会終了後に開催、また初の試みとし
てＲＴとの同時開催もやってみました。
　過去は例会場のみで開催してきましたが、少しでも参加者
の増加を考えＲＴ参加者との懇親と学習会との融合を考えて
同時開催を実施してみました。
　最初はＲＴ開催委員長がなんで今日はこんなに参加者が多
いのかと首をかしげるぐらい３年未満の参加者が多くみられ
ました。しかし懇親会の雰囲気に飲まれ若干手ごたえのある
学習会とはなりませんでした。
　例会場での開催も例会終了後とあって何となくソワソワ感
があって落ち着いて実施できませんでした。20分ぐらいで終
わりますからと強調し資料を配布し実施しましたが限られた
時間内という事もあって読み合わせがやっとで消化不良の感
でした。しかし参加者のメンバーの皆さんの真剣に学ぼうと
する姿勢は大いに感じ取ることはできました。学習会のテー
マも自分の偏見と独断で選択しいつもこれで良かったのかな
と反省しきりでした。しっかり時間をとり、もっともっと充
実した学習会内容でなければならないと思う次第でした。
　押川ガバナーは就任あいさつの中で2730地区の会員も3000
名を超える会員を擁していたが今や2400名前後で苦労してい
る。しかしながらこの2400名の中の600名前後が３年以内の会
員であり地区内でも一番退会のゾーンに属している。私は今
年度地区方針としてこの３年以内の会員にじっくりと研修を
行える機会を提供したいと強調されています。よく言われる
ロータリー用語の難解さ、決まりごとの多さ、これら等をまっ
たく理解できぬまま退会される会員が多い、セミナー学習会
等が「退会防止」に繋がる唯一のやり方ではないかと言われ
ています。まったく同感です。その通りです。私も入会して
11年目になります。さまざまな理由で退会された方を数多く
見てきました。その中で最も不憫に思ったことは１年未満あ

るいは２年未満の会員の退会のことです、つまりロータリー
のことを理解されないまま退会の決意に踏み切られる現実で
す。それは我々にも責任の一端があるのではないでしょうか。
我がクラブもうれしいことに若い会員が増えてきました。真
のロータリーライフを楽しんで成長されることを望み我々先
輩会員が寛容の精神で様々な場で後輩会員に対し自ら関わり
合いを持ち真摯に友情の輪を築きあげたいものです。
　そこで提案として５点上げてみました。

１、学習会を共に学ぶ教育研鑽の場とする。つまり学習会を
一歩格上げして先輩後輩共に学ぶ教育研鑽の場とする。

２、三か月に１回程度「教育セミナー例会」として例会プロ
グラムの中に組み込む。会長経験者や先輩、中堅会員が担
当する

３、セミナーテーマもいろいろ工夫し、楽しみながら待ち遠
しい体験学習内容とする。（カリキュラム作成）

４、行動こそ真の学習、私の経験から入会して直ぐ一番刺激
を受け感動したのが地区大会でした。国際ロータリーのグ
ローバルな活動や具体的なロータリーの方向性等おぼろげ
ながら全体像をつかむことができました。不安ではありま
したが何となく入会して良かったという気になりました。
そこで紹介者が共に地区大会参加や、ＲＴ、会津若松西RCと
の交流、沖縄高校生交流、セ釡山RC離就任式交流会等それ
ぞれの計画に率先してお誘いする生きた学習会の強化。

　　私も入会３年未満の頃、紹介者の小原会員から会津若松
西ロータリーとの交流に誘われ交流の意義と歴史を生で感
じ貴重なる体験となりました。

５、あらゆる場で紹介者が入会者との絆を深めることが最も
大事なことではないでしょうか。共に学ぶ実践行動の場こ
そ人材育成のポイントではないかと感ずる次第であります。

　　青﨑会長は本年度クラブテーマに「原点にかえり、まず
行動を！」を掲げられました、紹介者や先輩会員の我々が
もっともっと自ら声掛けして大事な後輩会員をみんなで不
退転のロータリアンに成長させようでは有りませんか。


