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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

■竹田　孝博
　私は、昭和45年（1970年）10月生まれで、
今年48歳を迎える年となりました。（先日お話
しされました宮脇さんと同い年ということにな
ります）
　大学を卒業し、弊社に入社しましたので、
会社生活も丸25年となり少し感慨深いものが
あります。父と兄が三菱グループの金融関係
に勤めておりましたので、何となく親近感を覚え、明治生命を
選びここまで来ましたので、今のところ父と兄と会社に感謝し
ております。
　先日、宮脇さんが趣味の話をされておりましたが、私もあま
り趣味と言えるものが無く、何か作らないといけないな～等と
思い聞いておりましたが、ハタと気が付いたことがあります。
私は、どうやら「趣味、という前に＜友達＞を作らないといけ
ない」ということです。
　父の仕事の関係で、小学校は岡山で５～６年生を過ごし卒業
したため、縁が切れております。中学・高校は、神奈川県の中
高一貫教育の、ほぼ男子高みたいなところを卒業しました。男
ばかりだと同窓会はやらないんですね。これも縁があるのは、
ラグビー部の何人とかです。大学も女子のほとんどいない法学
部を出ましたので、同窓会もありません。
　さらに、会社に入社した後は、２～３年に一度転勤を繰り返
しておりますので、どんどん縁も薄くなっていくという悪循環
を繰り返していきます。今、親しく付き合っているのは、会社
の同期と高校時代の部活の仲間位かな、といったところです。
今年からは、色々な会合やお誘いに積極的に参加して、縁を深
めていこうと思っています。
　最後にあとひとつ、健康にはくれぐれも気を付けていきたい
です。それまで病気らしい病気などをしたことがなかった私で
すが、３年前、朝起きたら左目の３分の一が見えなくなってい
ました。網膜剥離だったんです。幸い処置が早かったので、２
週間の入院と一か月の療養で、現在視力も戻っておりますが、
その時は、もしかしたら片目失明かなと考えさせられました。
今となれば、病気の人の気持ちが少し分かるようになったこと
と、セールストークに使えるようになり、役には立っているので

すが。皆さんも、健康には十分注意して下さい。また、転ばぬ
先の杖として、入院治療費が気になるという方がいらっしゃれ
ば、保険は売るほどありますので、お声掛け願います。
　本年も、私も皆様も健康で過ごせますようお祈りいたしまし
て、年男の挨拶とさせていただきます。

■濵薗　義弘
　1934年（昭和9年）2月6日生まれ、今年84歳
になりました。過ごしてきた時間を時代別にお
話ししたいと思います。
　戦前は、兵庫の六甲に住んでいました。父
は海軍でファッションに非常に長けた人で、
幼稚園や小学校の時は革靴、ネクタイで通学
していました。今ファッション系列の仕事をしているのは父が
ファッションを教えてくれたおかげだと思っています。
　戦中は、父が南方へ出征したので、家族は喜入に引き上げま
した。学校は午前中に終わり、午後は近所の農家の手伝いをし
たり、ゼロ戦の燃料となる松やにを取りに山に入ったりしまし
た。母は働きに出ていたので、弟、妹を連れて家事をしていま
した。その影響か家事は苦にならず、女房より良い味付けをす
ると思っています。
　その後、父が南方から帰ってきて串良の航空隊に入隊しまし
た。串良は毎晩空襲があり、戦争はすごいと痛感させられる日々
でした。そして高隈山に逃げた時、天皇陛下の玉音放送を聞い
て終戦を知りました。日本には神風が吹く。自分は将来、海軍
に入るんだと思っていたので、非常に悲しく涙が零れました。
　そして再度喜入に引き上げ、食べるもの、靴もない生活でし
たが、鹿児島市内には裕福な生活をしていた人もいて、戦中戦
後は貧富の差が激しかったようです。
　このような戦争体験を経た後、50歳の時にロータリークラブ
に入会しました。青少年や社会奉仕委員長を経験し、様々な人
と出会い、人を見る目を養うことができました。本坊会員のお
父様とも交流がありました。
　そして６年前の岩切会長、田中幹事時代には春の叙勲（旭日
小綬章）を受賞し、天皇陛下に謁見する好機にも恵まれました。
　私の時代の人は大変だった、辛かったと言う人が多いです
が、私はたくさんの経験をさせてもらってこんな幸せな人生は
ない、と思ってこれからも元気に明るく前進していきます。
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　本日は一つお知らせがあります。４月の初
めに、セ釜山ＲＣの方々が来日したいという
ことでしたが、都合により延期ということに
なりました。追って再訪問日を決めて連絡す
るということですので、とりあえず４月の訪
問はありません。
　話は変わりますが、本日は清水寺の森清
範貫主（もりせいはん・かんす）さんの講和で、
興味深い話がありましたので、紹介します。題は「朝起きたら
感動を！」です。因みに貫主とは“かんす”と読み、清水寺で
は住職のことです。森清範は1995年から始まった、年末恒例の
「今年の漢字」を書いている人です。
　「朝」という漢字は「十月十日」と書きます。お母さんの胎内
に10月10日宿って、そして生まれてきた時が「朝」です。私た
ちは毎朝、生まれ変わっているのです。皆さんは子供が生まれ

た時には大喜びし感動します。ところが毎朝生まれ変わってい
るのに、どうして感動しないのでしょうか。「朝、目が覚めるの
は当たり前や。決まっている。」本当にそうでしょうか。夕べ寝て、
今朝目が覚めるかどうか誰も保証はできません。皆さん明日の
朝は気を付けなければなりません。ですから私は毎朝「ああ、
目が覚めたなあ」と感動しています。と言いますのも私どもの
年齢になりますと友達や先輩が目が覚めずに、向こうの世界に
行ってしまいます。
　常に見ているものにハッと気づいて感動することが重要で
す。年を取ってきますと感動するものがなくなってきます。何
を見ても「ああ、そうか」「いつものやつやろ」と見過ごします。「今
夜はお月さんがきれいや」と言われても「月はいつも同じや」
と言うのではなく「おお、そうか」と言って、パッと外に見に行っ
て感動することが大切です。
　感動することが、人生を明るく、そして有意義に過ごすコツ
のようですね。



■情報集会１班　　　　　　　　　　　　　　清水　真二
テーマ「ＩＭについて　ＩＭの意味と　何を
しようか？」
　情報集会第１班は２月13日（火）にグラン
セレッソきずなにて開催されました。
　参加者は竹添会員、丸山会員、尾辻会員、
森園会員、石崎会員、中間会員、清水各位と
青﨑会長にお越し頂きました。
　今回は丸山会員にIMについて意味と運営
について解説いただきました。中央ロータリーが前回ホストの
2008～2009のＩＭの内容について資料を準備頂き、ロータリア
ンとしてのキャリアが短い私にもＩＭについて理解する事が出
来ました。有難うございます。
　2008～2009のＩＭのプログラムを見てみますと３部構成の内
容になっており①「RIを学ぶ」②「地区活動を学ぶ」③「鹿児島市
内分区を学ぶ」です。
　前回ホストの内容を踏まえて次回2018～2019のIM開催につ
いて青崎会長にリード頂き活発な意見が出されました。本年１
月21日東南ＲＣをホストとして行われましたIMは当日出席が
175名であり、この人数の規模を考えれば先ずは日時と場所を
早く決めた方がよいなどの実務的な話からプログラム内容につ
いては「講演会を行ったほうが良い」「高校生交流があった方
が良い」「若い人の話を聞く、アクトにも参加頂いてロータリー
だけの話にならないようにした方が良い」など様々な意見があ
りました。
　最後にＩＭ成功のためにも早めに実行委員会を立ち上げる
事が大切ではないかとの意見でまとまりました。

■情報集会２班　　　　　　　　　　　　　　竹田　孝博
テーマ：「ＩＭについて　ＩＭの意味と　何
をしようか」
参加者：本坊・里・岡部・加島・宮脇・  川路
  　　　重久・平山（補佐）・宇都（世話人）
　  　　竹田・小福田幹事
 ・IMに参加すると、「ロータリーはすごい組
織だ」と思える。

⇒IMを通じて、ロータリアンとして成長
してほしいと思う。特に、３年以内の人には、ロータリア
ンとして、一歩踏み込んでもらう機会にしてもらいたい。

・IMは、ディスカッションの場であって、結論を出す場ではな
いので、面白い話が聞ける。

・親睦や知識を広める機会、特に奉仕についての考えを学んで
ほしい。
・IMに参加した際は、沢山の人に話をしてもらい、様々な意見・
話を聞きたい。
・テーマとしては「職業奉仕」についての話が、とても盛り上が
る。
・各クラブから１人代表を出してもらい、自身の実体験としての
職業奉仕体験を話してもらったらどうか。
　創業時や存続危機の話など、本当の苦労話、その人の生き
様を聞かせてもらえると為になる。

以　上

■情報集会３班　　　　　　　　　　　　　　　新納　薫
　小原会員よりIMについての説明の後、話
し合った内容について述べさせて頂きます。
　IMの意味ですが、分区単位での会員相互
の親睦と知識を広め、奉仕の理想を勉強す
る会合です。テーマは４大奉仕部門をカバー
しつつ、ロータリーのこと、そして一般社会
のことで、そのときに話題になっていること、
考えなければならない問題点など、多岐にわ
たります。
　何をするかですが、今年鹿児島は明治維新150年を迎える記
念の年です。これからの鹿児島を考えた場合、今県内の中小企
業の抱えている大きな問題は人手不足です。会員の皆様は中
小企業の方々が殆どですが、この問題に今後どう取り組んでい
くかのフォーラム、又、会員の皆様の中で実際に取組んで成功
している方の講演等を実施したらいいのではないか。
　その際、参加者は会員のみではなく、一般の方々の参加も呼
びかけたらいいのではないか。残念ながらロータリー活動が、
一般の方々によく理解されていません。この会合を一般参加型
のフォーラムとする事で、PR活動しいては、会員増強につなが
るのではないか。
　次に懇親会についてですが、会員の親睦も重要な目的です
ので、是非、実施した方がいいとの事でしたが、その際、日程、
場所等の確保の問題、テーマの時間配分等を考慮して実施す
べきだとの意見が出されました。
　実施日　２月５日　　　場所　ごはんのじかん

参加者　池畠、小原、石塚、稲留、吉村、志賀、新納
　　　　小福田幹事含めて８名

※情報集会の報告は２週に分けてあります。

情報集会情報集会

２月26日のスマイル  小計 7,000円　2017～2018年度　累計 585,712円

●椨　茂吉君／米山の卒業式が宮崎にてあり出席をして参
りました。卒業生の皆さんより「ロータリークラブのおかげ
で無事卒論が認められ卒業することになりました」と感謝
の言葉でした。
●本坊　修君／昨日の東京マラソンでは日本人ランナーの
頑張りに感動致しました。特に設楽選手の30㎞地点からの

追い上げには涙が出ました。
●田中　和俊君／本日は東京出張のため、例会をお休みい
たします。ところが今夜のラウンドテーブルは私が委員長
を勤めるプログラム委員会が担当なんです。自分が参加で
きずに申し訳ありませんが、副委員長の是枝会員に進行は
お願いしておりますので、皆様どうか、ごはんのじかんまで
足をお運びくださいませ。よろしくお願い致します。
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ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　青﨑　彰君
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　週報のみ
２）本日RT（兼学習会）　ごはんのじかん　18：30～
　　担当：プログラム委員会（兼R情報委員会）
３）RAC例会　2/28（水）⇒2/21（水）に振り替えられました。

　28（水）はリバティークラブが使えないため、21（水）別
会場にて新年会が行われました。過日のご連絡となりました
が、ご報告致します。

４）次週　3/5　例会プログラム
・ゲスト卓話　鹿児島東ＲＣ　有村　茂樹様　「ロータリー財

団について」
・例会終了後　定例理事会　開聞にて

出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：年男年頭所感　濵薗　義弘君・竹田孝博君
　　　情報集会報告　１～６班

第1887回例会
前々回（２月５日）の補正

55名
55名

34名
42名

72.34%
87.50%

出席報告 会員数 出席数 出席率

会員卓話＝下村　哲也君
「相続に関する卓話②」

次 回 例 会　平成30年３月12日（月）


