
■国際ロータリー第2730地区
　ロータリー財団部門長　有村　茂樹
（公法）ロータリー日本財団の現状
　理事長は千　玄室氏
　公益財団法人　ロータリー日本財
団はロータリー財団の協力団体で
す。

協力団体設立の目的
・ロータリー財団の寄付を増やし、そのプログラム

をサポートする
・ロータリアンが税法上の優遇措置を受けられるよ

うにする
　世界の協力団体はカナダ・ドイツ・インド・イギ
リス・オーストラリア・ブラジルそして日本です。
日本の管理委員会の認証年は2010年です。

過去5年間の寄付総額及び件数
　2012～2013  132千万円   87,621件
　2013～2014  153千万円   93,610件

　2014～2015  162千万円  100,263件
　2015～2016  179千万円  104,959件
　2016～2017  186千万円  115,710件

税法上の優遇措置（個人）
１．「所得控除」または「税額控除」のいずれかを

選択することができます。
２．お住まいの都道府県・市町村の税額控除が受け

られます。会員の皆様の確定申告用の領収書はク
ラブ宛て個人名でお送りいたします。

　　７月～12月寄付分⇒１月末発送
　　１月～６月寄付分⇒７月末発送
税法上の優遇措置（法人）
　当財団への寄付は、一般寄附金の損金算入限度額
とは別枠で損金
算入限度額が加
算されます。法
人への確定申告
用の領収書は、
随時お送りして
います。

ゲスト卓話「ロータリー財団について」ゲスト卓話「ロータリー財団について」

会  長  の  時  間 青﨑　　彰

　　昨日の鹿児島マラソンに参加さ
れた方々、大変ご苦労様でした。今
年は昨年と比べ晴天に恵まれ熱すぎ
るぐらいのコンデッションの中大変
だっただろうと思います。
　また昨日は桃の節句が終わり、雛
飾りの片づけをされた方もあったかと思いますが、
桃の節句に因んで、日本昔話の「桃太郎」について、
都市伝説を少し披露したいと思います。
　この昔話は定かではないが室町時代に発生し、江
戸時代に広まったとされています。そして疑問は、
なぜ桃太郎は「イヌ」「サル」「キジ」の三匹の動物
を仲間にしたかということです。
　（都市伝説１）これは先日テレビで、林修先生が言っ
ていましたが、風水では鬼は「丑寅」の方向からやっ

て来るとされています。鬼が牛の角、虎の腰巻きを
しているのも風水の思想から来ています。桃太郎は

「鬼門」の鬼に対抗して「裏鬼門」の位置にあたる十
二支のサル・トリ・イヌを率いたということです。
　（都市伝説２）昔の日本では貧しい地域では、生ま
れた子供を育てる環境がないために、生まれてすぐ
川に流して処分する「間引き」の風習がありました。
川に流された桃太郎はそんな間引きされた子供で
あった。その仲間にされた動物には「サル（去る）」「イ
ヌ（居ぬ）」「キジ（帰じ）」と間引きされた子供を示
す意味が隠されている。彼らを連れることで少しで
も間引きされた尊い命を成仏させようとしたといわ
れています。
　さらに都市伝説並びにその後の桃太郎とか、桃太
郎に似た昔話が全国にあるらしく、鹿児島県にもあ
るそうで、探してみるのも旅の楽しみがありますし、
日本全国で愛された桃太郎ならではの話のようです。

３月５日のスマイル  小計 40,351円　2017～2018年度　累計 626,063円

●海江田　順三郎君／去る２月27日にKTSで放映さ
れました終戦後、米軍が旧二中（現甲南高校）の屋上か
ら撮った鹿児島市の焼跡の写真説明を依頼され、甲南
高校の屋上に始めて上がりました。（二中時代は禁止
されていました）
●本坊　修君／今日（３月５日）に徳島県一番札所霊
山寺（りょうざんじ）近くに宿を取り３月６日から４
月20日迄の予定で八十八ヶ寺を参拝してきます。母
の命日が平成15年３月８日、３月９日が父の命日で
す。ついでに岡部龍一郎君の出席率向上をお祈りして
きます。
●前迫　実君／誕生日祝、ありがとうございます。67
才になります。ロータリーライフも17年目になりま
した。これからもマジメに出席致します。
●里　良男君／毎年、歳を取るのが早くなったようで
す。うれしいやら、淋しいやら…。誕生日お祝い、有難
うございました。
●本 村　嘉 浩 君 ／ 来 週、３ 月12日（月）の ラ ウ ン ド
テーブルは、広報・雑誌・IT委員会の担当です。ホテル
グランセレッソで開催しますので、たくさんのご出席
をお願いします。
●池畠　泰光君／鹿児島マラソンに今年も我社の会

員が５名参加しました。今年は気温22度の暑いコン
ディションの中、熱中症等の心配をしましたが５人全
員が元気に完走してくれました。精いっぱい走り抜け
る姿を見て誇りに思いました。感動をありがとう。
●稲留　宏君／お誕生日お祝い有難うございます。本
日３月５日、50才になりました。気張ります。
●吉田　健朗君／誕生日祝ありがとうございます。53
才になります。先週、出張と重なり欠席してしまった
おわびと合わせてスマイルさせていただきます。
●加島　繁君／前期高齢者といわれる65歳になりま
した。今年も観桜会が誕生日です。みんなにお祝いさ
れそうですがプレゼントはおことわりさせていただ
きますのでご理解下さい。
●是枝　良実君／誕生祝いありがとうございます。64
才になります。健康管理に向け、毎晩、胃のアルコール
洗浄に努めています。
●佐潟　隆一君／渋沢栄一は60、70代が働き盛りと
言いましたが、60代に入って２年。62歳になりました。
誕生日祝い有難うございます。
●プログラム委員会／参加者は丸山、尾辻、宇都、稲留、
是枝各会員でした。丸山さんから「ロータリーの危機」
と題したレジュメに沿ってロータリー会員数の推移
等説明して頂き、その後懇親を深めました。

鹿児島東RC合同例会
18：30～　サンデイズイン鹿児島

次 回 例 会　平成30年３月22日（木）

第
１
８
８
８
回
例
会
記
録  

３
月
５
日（
月
）

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
　　　　　　鹿児島東ＲＣ　有村　茂樹様
ビジター紹介：鹿児島東ＲＣ　上野　欣一様、蓑田　達志様
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：里　　良男君（２日）　稲留　　宏君（５日）
　　　　　　　吉田　健朗君（７日）　是枝　良実君（９日）
　　　　　　　前迫　　実君（12日）　竹添　　寛君（13日）
　　　　　　　佐潟　隆一君（17日）　新納　　薫君（22日）
　　　　　　　加島　　繁君（25日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　 　①月信　３月号　　　
２）観桜会のご案内
　　日時：3月25日（日）　18：30～
　　場所：東急REIホテル　
　　※詳細につきまして、近日中にFAX致します。
３）３月のロータリーレート　１ドル108円です。（２月110円）
４）ＲＣＣ例会
　　３/11（日）　11：00～　鹿児島市中央公園

　　指名出席者⇒竹添、稲葉　各会員
５）本日定例理事会　例会後　於：開聞
６）次週　3/12（月）　例会プログラム
　　会員卓話＝下村　哲也君　「相続に関する卓話②」

・３/21（水）ゴルフコンペ、３/22（木）合同例会の出欠回
答が未だの方は、事務局まで早目に回答をよろしくお願い
致します。

出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：鹿児島東ＲＣ　上野様、蓑田様より
　　　　　　「ポリオ撲滅キャンペーンＰＲ」
卓話：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」

第1888回例会
前々回（２月19日）の補正

54名
55名

39名
45名

79.59%
90.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率

議　題
１） ３・４月例会プログラム及び行事予

定（添付資料）　・・・　承認
２） 会計報告（別紙明細）　・・・　承認
　　12月度試算表について
３）その他
　　２次回理事会について
　　平成３０年４月２日（月）　例会後～　於：開聞　・・・　承認

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３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・下村哲也
田中和俊・丸山　修
松元まや
竹添　寛・岡部龍一郎

※情報集会の報告は２週に分けてあります。※情報集会の報告は２週に分けてあります。

定例理事会議事録定例理事会議事録

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

週報 No.1862　　

平成30年３月12日　第1889回例会

会員卓話＝下村　哲也君
　　　　　「相続に関する卓話②」

本 日 の
プログラム

前回例会出席率
79.59%3月 水と衛生月間



情　報　集　会情　報　集　会
■情報集会４班　　　　　　　　　　　松元　まや
開催日時：２/６火曜日　18：30
開催場所：グランセレッソきずな
　　　　　（竹添会員のホテルのお店）
世話人：是枝
メンバー：丸元（講師）、小福田幹事、
　　　　　椨、本村、原田、松元、
　　　　　高岡　　　　　　合計８名
　第４班の情報集会は、まず講師の丸元会員より、
IMの意味についてと11年前の堅山会長年度の時、平
成19年２月10日に鹿児島中央RCがホストとして開催
された 2730地区鹿児島市内分区インターシティー
ミーティングの資料を基に説明がありました。
　当時の資料によるとIMとは、近隣都市数クラブが
集まって親睦・情報教育・意見交換をするロータリー
の会合とされています。かつてはガバナー主催の行
事でしたが、現在2730地区では、ガバナーがガバナー
補佐に依頼する形で行われているようです。IMは特
に形式は規定されておらず、毎年、ホストクラブが
試行錯誤をしながら開催されています。当時のプロ
グラムをみると、第一部ではVTRを駆使してロータ
リーの歴史や地区活動について学び、市内分区10ク
ラブのメッセージビデオを流し、『流石！中央RC ！』
と大変好評だったとお聞きしました。
　第二部では、懇親会を開催し親睦を深めたとのこ
とでした。
　現在のIMでは、懇親会はほとんど開催されず
フォーラム形式で開催されることが通常になってる
ようです。
　小福田幹事の話で、今年のIMは、ローターアクト
やインターアクトなど青少年が中心となって活動内
容や今の実態の発表など発表者がそれぞれに工夫を
しており、飽きない内容で大変面白かったとのこと
でした。懇親会はなく登録料も1,000円くらいだった
とのこと。
　トレンドのひとつとしては、４大奉仕の１つをク
ローズアップしてテーマにするのがトレンドになっ
てるようです。開催日は例年１月から２月が多いと
のこと。ホストクラブは全員出席登録となり全員で
運営を行う。その中で『中央らしいIMとは何か？』
について、熱い意見をたくさんの方から頂きました。
　他クラブにはない中央の特徴、ラウンドテーブル、
ひまわり会について発表したら面白いのではないか。
　会員増強について各クラブがどう考え、何をして
いるのか？を発表してもらったらどうか？
　原点にかえりロータリーを理解しましょう！そし
てロータリアン同士の仲を深めましょう！をコンセ
プトにしたものはどうか。
　懇親会を復活させるのか、させないのか？
　たくさんの意見がでましたが、結論としてはIM年
度の池畠次年度会長がまず、どういったものを作る
かの方針を打ち出し、中央らしいIMを会員みんなで

作りあげていくことが重要だという事になりました。
　終始、和やかな雰囲気の中にもそれぞれのIMの経
験談であったり考えや意見が飛び交い賑やかな情報
集会となりました。グランセレッソきずな様の料理
も、大変手の込んでいる創作料理ばかりで美味であ
りました。
　次年度、中央にしかできないIMを全会員で作り上
げましょう！実は、その過程こそがロータリーをよ
り学び、より会員同士の親睦を深める結果につなが
るのではないかと思います。

■情報集会５班　　　　　　　　　　　坂元　直人
　第５班の情報集会の報告をさせて
頂きます。 ２月５日午後６時30分から

「ごはんのじかん」で第５班の情報集
会が開催さ れました。
　出席者は世話人の久積会員、補佐
が私、その他海江田会員、川畑会員、
橋元会員、 丸山健太郎会員、福山会員、吉田会員が
参加をしました。
　テーマは「IMについて」でしたが、参加した会員
の方々から概ね以下のような意見が出されました。
　過去10年間の市内分区のIMのテーマを調べ、なる
べくテーマが重ならな いようにした方が良いのでは
ないか。
　前回の中央ロータリー主催のIMの参加者は170名
程度であり、次年度についてもなるべく多くのロー
タリアンに参加を促した方が良いのではないか。
　会場を早めに押さえる必要があるが、場所の候補
としては南ホールを一つの 候補にして良いのではな
いか。
　中央ロータリーらしいテーマを決める必要がある
が、明治維新150年や大河ドラマ「西郷どん（せごど
ん）」に絡めたテーマを検討しても良いのではないか。
　例年開催が１月とか２月とかが多いが、大河ドラ
マの熱が冷めないうちに開催時期を早い時期に設定
しても良いのではないか。
　当日は海江田会員が少し遅れて会に参加をされま
したが、海江田会員が不在でも参加者において熱心
に議論が交わされました。
　余談ですが、当日私、海江田会員の隣に座らせて
頂き、海江田会員から色々と昔話をお聞きしました。 
海江田会員から「私は若い頃、体が弱かったが、体
が強かったガキ大将連中が先にみんな死んで、体が
弱かった私が長生きをしている」というお話を聞き
ました。
　私は、小学校６年生の頃で今と身長も体重もあま
り変わらず、ガキ大将みたいなことをしていたもの
ですから、海江田会員のお話を聞いて、過去を贖罪
しないとまずいなと思いました。 
　これから先は人にやさしく、人様に尽くすように
し、できるだけ長生きをしようと思った情報集会に
なりました。 以上です。

■情報集会６班　　　　　　　　　　　星原　一弘
日　時　平成30年２月６日（火）
　　　　18時30分～20時30分
場　所　ごはんのじかん inatome
出席者　世話人　星原
　　　　補佐　田中
　　　　メンバー　林・池脇・下村
　　　　オブザーバー　青﨑
１．世話人開会挨拶（星原） 
２．テーマ「IMについて」
　　　　　　～IMの意味 と 何をしようか？～

①講師の田中よりIMの説明
②最近の鹿児島市内分区での他のクラブがホスト

として開催したIMについて、テー マや場所、基
調講演やシンポジウムについての説明

③次年度は、鹿児島中央ロータリークラブがホス
トクラブということで３点について 意見を出し
合った。

⑴　テーマはなにをしたらいいのか 
・ガバナー補佐とよく話し合う。 

・明治維新150周年ということで、それにまつわる
ことをしたい。

 ・大河ドラマ西郷どんの放映もあるので、原口泉
先生に基調講演をお願いできないか。 

・これからの鹿児島はどうあるべきか、シンポジウ
ムで検証する。 

⑵　いつ、どこでするのか
・日程は講師に都合を合わせる。 
・大河ドラマを考えたら年内にしたい。 
・南日本新聞社みなみホールや市民文化ホールの市

民ホールなど、駐車場を考えて選 定する。
⑶　実行委員会を立ち上げるべきか　どんなメン

バーで 
・実行委員会は立ち上げるべき。 
・青﨑年度から立ち上げ、池畠年度につなぐ。 
・次年度理事委員長以外から実行委員長を選定し、

全会員で協力する。
 ・親睦委員会が入る。


