
例会場 例会日 毎週月曜日 事務局
〒892-0828  鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
ホームページ

kchuorc@bi.wakwak.com
http://kagoshimachuo-rc.jp/

2017～2018年度  国際ロータリー会長　イアンH. S. ライズリー

●会　長　青﨑　彰　●副会長　池畠　泰光　●幹　事　小福田　博　●編　集　広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）
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

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

■鹿児島東ＲＣ 会長　黒木　博幸
　皆様今晩は。さて今日は、中央ク
ラブさんとの合同例会ということで、
久しぶりにこの会場にお邪魔しまし
た。青﨑会長から『特別にピアノの
生演奏を準備して待ってるから』と
お電話をいただくなど、会長・小福
田幹事はじめ関係の皆様のお心遣いに感謝します。
また、昨日行われた歯車会コンペ残念ながら私は参
加できませんでしたが、雨の中でもさぞ楽しいもの
だったろうと思います。後程の成績発表を楽しみに
しております。
　さて、私共東クラブは、先週の金土の両日、名古
屋市内でありました姉妹クラブの岐阜サンリバー RC
の創立25周年記念式典に15名で参加してきました。
地区ガバナーや各クラブの代表、さらには海外から
台北のRCを含め120名を越す出席者で盛大に行われ
ました。祝賀会では、中国伝統楽器の琵琶の演奏が
ありまして、薩摩琵琶とは違いマンドリンのような
非常に美しい音色の演奏で、大変楽しい時間を過ご
してきました。

　姉妹盟約を結んでから20年、お互いに訪問を繰り
返しながら交流を深めてきましたが、先輩会員が築
いてきた絆をより一層太く堅固なものとしていきま
しょうと述べるとともに、私共東クラブの周年事業
に対する多大なご協力とご支援に対し感謝を申し上
げてまいりました。
　特に、昨年の30周年事業は、中央クラブ様のご支
援とともに、青崎会長にもご同行いただき大成功で
したが、お陰様で今週末の地区大会において、クラ
ブ会長功績部門の特別表彰をいただくことになりま
した。この場をお借りしまして、お礼方々ご報告い
たします。
　東クラブはより一層地域社会に貢献するクラブへ
と成長して鹿児島で一番元気で楽しいロータリーク
ラブとなるよう頑張りますので、今後とも親クラブ
としてのご指導ご
鞭撻をお願いしま
して、私の時間と
させていただきま
す。本日は宜しく
お願いします。あ
りがとうございま
した。

会長の時間（東・中央合同例会）会長の時間（東・中央合同例会）
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会  長  の  時  間 青﨑　　彰

　シリーズ「今日は何の日？」で話
をします。９月25日は「10円カレー
の日」です。
　日比谷公園前の高級レストラン「松
本楼」が1971年11月19日、沖縄返還
協定反対デモが激化し、中核派が投
げた火炎瓶の直撃を受けて焼失しました。人気のあっ
た松本楼がこのまま無くなることを懸念した全国の
人々により、再興の願いが集まり再建されました。
店舗はこれに感謝の意を示す記念行事として始めら
れたのが10円カレーセール。
　通常880円（2015年現在）のハイカラビーフカレー
が1973年以来毎年9月25日に限り、先着1500名に限り、
10円で振る舞われ現在に至っています。この売り上
げは交通遺児育英会や日本ユニセフ協会に寄付され
ていて、「10円カレー」は秋の季語にもなっています。
　家で食べるカレー、お店で食べるカレー、そして

例会で食べるカレー、それぞれおいしくてカレー好
きの人にはたまらないことと思いますが、実は「カ
レーの日」なるものが他にも存在しています。
⑴　１月22日　1982年に学校給食開始35周年を記念
して設定されて、学校給食メニューにカレーが決
定され、実際に出されたのが1982年１月22日であっ
た。（現在はない）
⑵　毎週金曜日はカレーの日　海上自衛隊に存在し
ていて、海上にいると曜日感覚がなくなるので、
それを防ぐために金曜日はカレーと定めた。
⑶　月曜日の昼食はカレー　防衛大学校
　またそのほかに、いろんなところでカレーにまつ
わるイベント等も開催され、今や昼食の定番料理と
までになっていますし、探してみるのも楽しみの一
つになるかもしれません。
　カレーの日ではないですが、本年４月に「ラ・サー
ル学園カレー」なるものが、発売されました。伝統
ある寮のカレーをレトルトカレーにして通販され３
か月で１万食出たそうです。　

平成29年10月2日　第1871回例会

10月 経済と地域社会の
発展月間／米山月間

ゲスト卓話＝米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
地区大会後のクラブ協議会

本 日 の
プログラム

前回例会出席率
63.27%



■情報集会４班　　　　　　　　　　 　　   　竹田　孝博
参加者：海江田・平山・高岡・吉村・星原・

坂元・原田・竹田
　　　　陪席　小福田幹事

・毎回参加者が同じメンバーになってし
まっている。指名出席者は、責任を持っ
て参加することと、１回も出てない人は、必ず出るよう
なルールを作ってはどうか。

・面白ければ、参加は増える。毎回同じコースとなると２
度目の参加は魅力が薄くなる。

　旅行会社関係の新入会員を入会させ、企画力をアップす
ると良い。

・もう少し、参加の声掛けを強くしてみては。
・メーキャップの規定を変更し、クラブ外行事に関して少

しお得感を出してみては。
・海外クラブとの交流は、出来る範囲で実施するほうがよ

いのでは、無理な付き合い方をすると無理が来る面があ
る。

・ロータリーの仲間と半分旅行のつもりで行くと、本当に
楽しいですよ。是非一度、割りきって参加してみて下さ
い。参加して良かったときっと思います。

■情報集会５班　　　　　　　　　　　　　    　新納　薫
　今回の自由討論で私が、感じた事をこれ
から述べさせて頂きます。ただ単に例会に
出席するのみでは、会費が非常にもったい
ないと改めて感じた次第です。ロータリー
クラブとは何かと問われると一般的問題の
ない返答は社会奉仕と答えてしまうと思い
ますが、参加してみれば分かる。つまり内外の活動に参加

して自分で感じた事が、ロータリーなのかと、逆に考えま
すと内外活動に色々参加してこそ、ロータリーとは何です
かと問われたときに、しっかりと自信をもって返答する事
が出来るのではないかと思いました。そこには、一つの言
葉で表現出来る正解は無い事を。
　今後は、少しでも内外活動に参加して、ロータリー活動
を楽しみたいと思います。
参加者：尾辻、丸山（修）、森園、福山、三島、佐潟、丸山（健）、

新納、小福田（オブザーバー）　以上各会員
場　所：ごはんのじかん

■情報集会６班　　　　　　　　　　  　　  　久積　圭三
　ロータリー活動を「主催者」や「参加者」
で区別するのは適当ではないかもしれませ
んが、現実的には経験年数や意識、入会経
緯などに差がありますので、分けて纏めま
す。
　参加者としては「少し無理をしても参加
すること」がロータリーの理解に繋がります。大切なこと
は、義務感からではなく、自ら積極的に楽しむ意識です。
交流を重ねることで参加する楽しさや会員相互の絆が出来
てくると思います。
　企画側としては「行事内容を詳しく丁寧に周知すること」
が大切です。新入会員や参加の少ない方に対しては、会の
趣旨や参加者の「人となり」を紹介する努力も大切です。
　「行事参加」や「会員増強」は、あくまでも「手段」であっ
て「目的」ではないので、「手段が目的化」しないよう、「意
義のある行事」を企画して、「都合の付く人が都合の付く
範囲で一生懸命にやる」という、相互理解もクラブの拡が
りには必要だと思います。会員各自が互いの立場を理解し
合うことで、新規勧誘も行い易くなるのではないか、会員
増強について「純増１名なるか？」という問いの答えはこ
こにあると思います。

ゲスト卓話＝管理栄養士　長友ゆかり様
「10年後の身体を変える食事学」

●鹿児島東RC　黒木　博幸君・竹山　普作君・入佐　光
二君／親クラブの皆様、本日はよろしくお願いします。
●青﨑　彰君・小福田　博君／鹿児島東RCの皆様、山形
屋社交室にようこそいらっしゃいました。現行体制になっ
て始めての中央RC担当の合同例会です。歯車会はお楽し
みいただけましたでしょうか？本日はよろしくお願いいた
します。
●椨　茂吉君／日韓親善会議に出席して参りました。2730

地区から13名出席。日本全体から500名、韓国RCから600名、
合計1,100名の出席で盛大でした。
●丸元　貞夫君／先週９/21（木）～22（金）、弊社阪東機
工㈱の会社創立70周年記念行事が無事に終了致しました。
ホッとして居ります。今後80周年、100周年に向けて、頑
張ります。とりわけ、鹿児島中央RCの皆様方には、大変
御世話様になりました。スマイルします。
●中間　貴志君／連続出席表彰をいただきありがとうござ
います。入会より早いもので２年が過ぎました。今後も頑
張ります。よろしくお願いいたします。

次 回 例 会　平成29年10月16日（月）

9月25日のスマイル  小計 20,000円　2017～2018年度　累計 219,884円
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
会長挨拶：鹿児島中央ＲＣ 会長　青﨑　彰君
　　　　　鹿児島東ＲＣ 会長　黒木　博幸君
会務報告：鹿児島中央ＲＣ 幹事　小福田　博君
１）鹿屋西ＲＣ創立40周年記念式典・祝賀会のご案内
　　日　　程：平成29年11月18日（土）
　　場　　所：ホテル　さつき苑
　　記念式典：13：50 ～ 祝 賀 会：17：15 ～
　　登 録 料：会員　10,000円　　同伴者　5,000円
　　※参加希望の方は、９/29（金）までに事務局へお知らせく

ださい。
２）「第16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　　日　程：10月14日（土） 　９：30 ～　
　　場　所：東京・市ヶ谷の日本棋院本院の1階対局室
　　登録料：会員　7,000円　　
　　※参加希望の方は、10/６（金）までに事務局へお知らせく

ださい。
３）鹿児島RCより「特別支援教育講演会」【参加費無料】のご

案内です。チラシ掲示しております。
　　演題：「発達障害児のソーシャルスキルを高める効果的な指導の視点」
　　日程：10月29日（日） 　９：30 ～
　　場所：鹿児島大学　教育学部　第一講義棟　103講義室
　　※申し込み不要ですので、ご興味のある方は直接会場まで

お越しください。

４）地区大会
　　９/29（金）～ 10/１（日）　宮崎シーガイアコンベンションセンター
　　服　装：ノーネクタイ　クールビス
　　参加者（14名）⇒青﨑・池畠・宇都・海江田・加島・小福田・是枝・

下村・椨・中間・新納・丸山（修）・吉村　
各会員　＋事務局　高橋

５）９/27(水）　RAC例会　ファスティング
　　場所：リバティークラブ　20：00 ～
　　指名出席者⇒星原・田中・是枝・林・本村・小原・神野・川路・
　　　　　　　　竹田　各会員
６）次週　10/2（月）
　　ゲスト卓話＝米山記念奨学生　モスアミナサリナ様
　　地区大会後のクラブ協議会／例会終了後　定例理事会
　　次々週  10/９（月）　祝日の為休会

第1870回例会
前々回（9月4日）の補正

56名
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31名
44名

63.27%
88.00%
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※情報集会の報告は２週に分けてあります。
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