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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

会  長  の  時  間 青﨑　　彰

■里　良男
　1946年（昭和21年）３月２日生まれ。
今年72歳になります。姶良郡横川町出身
です。（今の霧島市横川町）
　元々、父が県の職員で、農家に対し生
活改善で「養蚕飼育・・絹糸の生産」を
推進する指導員をしていた関係で横川に
赴任、戦時中の食糧不足のため仕事をやめて土地を買い、
地元の人を雇って農業を始めたとのことで、私が横川出身
となったわけです。
　三菱重工の子会社「南九州三菱自動車販売」（現在の南
九州三菱ふそう自動車販売）を経て、昭和46年MBC開発に
入社しました。
　当時、会社が設立されたばかりの時期で、営業担当とし
て建設事業部、不動産事業部の創設に関わりました。
　以来、37年間MBC開発に勤務しました。入社当時20人程
度だった社員は今では約250人の大所帯となっております。
　55歳の時、鹿児島中央ロータリーに入会させて頂きまし
た。

　そして平成20年、62歳の時退職し、その年の８月（2008
年８月８日）ブライトビジョン株式会社を設立しました。
早いもので、『もう10年経ったのか』という感じです。
　ブライトビジョン設立時、「10年以内に10階以上のビル
を建てる・・・」という目標をもって取り組みました。そ
の記念のビルが１月31日、南林寺に竣工しました。
　年頭所感に先立って、前回の「年頭所感」の記録を見て
みました。
　その時も今と、さほど変わってないな！・・・と感じた
のが、「人の上に立つものは自分の健康には責任を持たな
ければいけない」という考え方です。そのことは、今でも
変わっておりません。
　48歳の年男を前に、「何か自分一人で継続できることを
しよう・・・」と考えてウォーキングを始めました。
　夜、８時前から、毎日５㎞の距離を約50分で歩くことに
しています。年間約200日歩きます。１年では約1,000㎞歩
くことになります。還暦の際の年頭所感では12,000㎞歩い
たと書いております。現在では24,000㎞を超えたことにな
ります。
　東に向えば、太平洋を横断し、アメリカ大陸を横断・現
在ではヨーロッパに辿り着いたことになります。
　地球一周４万㎞を目指して、これからも頑張っていきた
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　今週は最大級の寒波がまた予想されて
います。インフルエンザも猛威を振るっ
ているようで、エネルギー消費も最大級
になっているようです。
　３年前の寒波による水道管凍結等で大
変忙しかったことが思い出されます。休
止需要家の給湯器の破損、屋外の脆弱な
材料を使っている給水・給湯配管の破損
等がありました。凍結しただけであれば、溶けるのを待て
ばいいですが、破損してしまえば取替になりますので大変
です。屋外の給湯器はほとんど凍結防止装置が付いていま
すが、電源が切れていれば作動しませんので、本体自体が
破損することがあります。（休止需要家の場合が問題･････
水抜きをしておけば大丈夫）
　さて、話はかわりまして、平成27年８月に発表されまし
た「日本、米国、中国、韓国の４カ国高校生意識調査の結
果に興味深いデータがありましたので紹介します。
１．野外体験活動では、日本、韓国は半数が一年間にキャ
ンプ等野外活動の経験がない。しかし、農業体験や
虫取りやペットを育てる体験は比較的多い。「お墓
参り」は別として「弱い者いじめや喧嘩の仲裁・注意」
「身体の不自由な人、お年寄りなどの手助け」の生
活体験は他国に比べ少ない。正義感や思いやりの気
持ちが弱い傾向が示された。

２．勉強について、「勉強は大切」は４カ国とも認識が
高く、勉強の目的では「将来希望する仕事に就くた

め」と「大学進学のため」が上位に来る。なかでも
日本は「将来の仕事」が６割で断トツである。日本
と韓国は５割強が「４年生大学まで」、米国、中国
は４割弱が「大学院まで」を望み、高学歴志向があり、
日本の学歴志向の低さが気になるところ。

３．一番気にかかることは「自分について」の所です。
日本の高校生は、「私は人並みの能力がある」「自分
は、体力には自信がある」「自分は、勉強が得意だ」「自
分の希望はいつか叶うと思う」という問いに対して、
「とてもそう思う」「まあそう思う」と回答した者の
割合が４カ国の中で最も低い。一方「自分はダメな
人間だと思うことがある」の問いに対して、「とて
もそう思う」「まあそう思う」の割合が高く72.5％、
米中韓を大きく上回っています。周りの人の意見に
影響されやすく、将来に不安（71%）を感じている
傾向があるようです。

４．インターネットの利用等については、米国が断トツ
で多く、ネット上での友人が50人以上と答えたのが
２割を超えています。日本は１割程度です。しかし
年々増加すると思われます。利用機能は４カ国とも
差がなく、「ＳＮＳ」「音楽の視聴」「動画を見る」です。

　　　インターネット依存は、米国39％、日本37％、中
国34％、韓国19％。しかし、米国と日本の高校生の
９割が「ネット上での付き合いは危険でトラブルに
巻き込まれやすい」と思っている。

　まだたくさんのデータがでています。詳しくは「青少年
教育研究所」で検索できます。



議　題
１）２・３月例会プログラム及び行事予定

（添付資料）　…　「３月21日（水）　
歯車会（幹事：東ＲＣ）」を行事予定
に加筆して下さい。

２）会計報告（別紙明細）
     １月度試算表について　…　承認
３）観桜会について
　　日時：平成30年３月25日（日）　18：30 ～　…　承認
　　場所：東急ＲＥＩホテル　　

　　※特別徴収金より1,000円／人　（例年）　…　承認
４）鹿児島東ＲＣとの合同例会について
　　日時：平成30年３月22日（木）18：30 ～　…　承認
　　場所：サンデイズイン鹿児島
５） 沖野　秀一郎会員　退会届について　（添付資料）
　　…　２月退会を承認。（下期会費は免除）
　チャターメンバーのため、退会に関する対応を海江田会員に

相談。（会長）
６） その他
　①次回理事会について
　　平成30年３月５日（月）例会後～　於：開聞　…　承認
　②「緑の基金」運動への協力について　…　対応しない旨を了承
　③２月１日「市内Ｂ会長・幹事会」の議事録の説明　…　了承

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３０年２月５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・田中和俊
丸山　修・松元まや
竹添　寛・岡部龍一郎
下村哲也

いと思います。
　仕事の面では、人を育て会社の発展に寄与する人材づく
りが目下の目標です。
　そのことは、ロータリーでいう「職業奉仕」につながる
ものと考えております。

■宮脇　謙舟 
　皆様こんにちは、宮脇です。
　４回目の年男になります。近況報告の
ような話をさせて頂きます。
　４回目の年男なので当たり前ですが現
在、47才、10月で48になります。一つ年
下の妻と高校一年生の娘と明和にすんで
います。もう一人娘がいまして、現在、福岡の大学に通っ
ています。
　小さい頃から何をするにも適当で長続きしません。２年
前にその精神力を鍛えようと、剣道をはじめました。形か
ら入るので、道着、防具や入門書等も一式そろえて意気込
んだのですが、精神力が弱い為、３回で逃げました。やめ
た理由は、意外と疲れるし、板の上での正座が辛かったか
ら、です。
　この頃はバイクに乗っています。昔も乗っていましたが、
バイクが好きでたまらなかった訳では無くて、そもそも、

船釣りが好きで、舟がほしいと思い、妻に相談した所、メ
ンテをしないだろうと拒否された為、３年半前にバイクを
買いました。ゆっくりと一日、ツーリングに行くと、とて
も楽しいです。中央ロータリーでも石塚さん、吉村さん、
川路さん、中間さん、とバイク仲間が出来たので楽しいで
す。
　仕事関係の話もさせて頂きますと、昨年５月より鹿児島
県の土地家屋調査士会の会長をしています。私達の業界は、
監督官庁であります法務省、法務局との結びつきが大変強
く、また、調査士会に入会しないと仕事も出来ない強制会
ですので、法務局との協議関係をはじめとしまして、全国、
九州の会務、鹿児島県の会務、協議会、研修会とありまして、
自分の仕事もしないで会務ばかりしています。苦労もあり
ますが、直接色々な意見を局に言えますし、ある程度、会務、
業務に反映出来るので、それなりに楽しんでいます。
　ただ、そのせいで、昨年は中央ロータリークラブに承認
まで頂いていたのに理事をドタキャンしまして、会長幹事、
代わって頂いた稲留さんをはじめ会員の皆様には大変迷惑
をおかけしました。調査士会会長職が終われば、また、お
手伝いさせて頂きますので、宜しくお願いします。
　それでは、本年も、私も皆様も健康で過ごせますよう、
お祈り致しまして年男の挨拶とさせて頂きます。

２月５日のスマイル  小計 13,864円　2017～2018年度　累計 535,641円

●橋元　隆君／誕生日祝い、ありがとうございます。２月28
日生まれで、オリンピックyearに生まれなくてよかったで
す。２月29日生まれだったら、まだ成人しておりません。
●志賀　啓一君／誕生日祝いありがとうございます。45歳
になりますが、先日妻にいわれて睡眠時無呼吸症候群の疑
いありと、病院で一泊検査しました。結果待ちですが、今後
も健康に気を付けます。
●星原　一弘君／誕生日祝い頂きありがとうございます。２

月７日で58歳になります。今年は５年ぶりに、鹿児島マラソ
ンでフルにチャレンジします。体力の衰えを感じるこの頃
ですが、「やっせんぼ」と言われないよう完走めざし頑張り
ます。
●椨　茂吉君／昨日東京お台場ニッコー・ホテルにて米山
50周年記念式典があり参加して来ました。800名の参加者で
盛大でした。
●情報集会２班／２月１日、２班情報集会、スマイルします。
本坊、里、岡部、宮脇、川路、加島、平山、重久、宇都、竹田。
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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・サリナ様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　青﨑　彰君
奨学金支給：米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
誕生日お祝い：濵薗　義弘君（６日）　志賀　啓一君（６日）
　　　　　　　星原　一弘君（７日）　丸山健太郎君（11日）
　　　　　　　橋元　　隆君（28日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１） 本日の配布　①月信２月号　②  抜萃のつづり
２）情報集会各班の日程について（２班は２/１（木）開催済み）
　　１班　２月13日（火） 18：30～　ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｾﾚｯｿ鹿児島内　レストラン「きずな」
　　３班と５班　２月５日（月） 18：30～　ごはんのじかん　
　　４班　２月６日（火） 18：30～　ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｾﾚｯｿ鹿児島内　レストラン「きずな」
　　６班　２月６日（火） 18：30～　ごはんのじかん　
　　１、６班⇒青﨑会長、３～５班は小福田幹事が参加予定です。

※ご自分の班で参加できない方は、他の班でご参加下さいま
すようお願い致します。

３）１月20日（土）に開催されました2730地区職業奉仕研修セミ

ナー（講師：奄美RC 福永健一様）の様子が、Youtubeと宮崎
北RCのホームページにUPされております。ぜひご覧下さい。

４）RCC例会　2/11（日）　11：00～　鹿児島市　中央公園
　　指名出席者：原田・岡部・重久
５）本日定例理事会　例会終了後　開聞にて
６）次週　２/12（月）　祝日の為休会
　　次々週　２/19（月）　例会プログラム　クラブ奉仕フォーラム
７）本日席替えの為、座席番号を名札の裏にご記入ください。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話「年男年頭所感」
　　　里　良男君、宮脇　謙舟君

第1885回例会
前々回（1月22日）の補正

55名
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32名
42名
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84.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率

年男年頭所感／情報集会報告
次 回 例 会　平成30年２月26日（月）


