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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

■米山記念奨学生
　　　　　　モス・アミナ・サリナ
　鹿児島大学水産学部博士課程３年
生のモス・アミナ・サリナです。大
学ではクルマエビとヒラメの研究を
しています。学業以外では、鹿児島
について、たくさんビデオを撮って
います。
　本日は、このような貴重なお時間を頂きありがと
うございます。今日のお話のテーマは『もしもーし！
バハマです』です。
　バハマはアメリカの南東にあり、キューバの北に
位置しています。 バハマには700の島と2,000の洲があ
り、その総面積は13,878㎢で、人口は約391,232人です。 
　バハマは1973年に英国から独立しました。
　宗教はキリスト教が95％で、公式言語は英語です。
バハマには全く陸軍がありません。警察官、沿岸警
備隊と移民局があります。
　バス、フェリーボート、飛行機、水上飛行機があ

ります。 電車はありません。 自転車もあまりないで
す。大半のバハマの人は車を持っています。 通常１
家に２～４台の車を所有しています。
　毎日、クルーズ船とヨットがバハマへ来ます。バ
ハマのナンバーワン産業は観光業です。 バハマはま
た、タックスヘイブンです。
　バハマでは、12月のボクシングデーと１月の元旦
に、ジャンカヌーというお祭りがあります。午後９
時から次の日の午後１時までです。みんな、綺麗な
コスチュームを着ます。
　麦藁でバッグと靴を作ります。有名なプリントは
アンドロジアというプリントです。このプリントを
使って服を作ります。でも、バハマには伝統的な服
がありません。
　私は31年前、両親が結婚した１年後にバハマで生
まれました。モーリシャスやボラボラ島で学校に行っ
ていました。また、私は家族でたくさん旅行をしま
した。 タイ、フランス、キューバ、マレーシア、シ
ンガポール、ブラジルを訪れたこともありました。
　父の出身がセネガルということで、家族で７年間
住んでいた経験もあります。セネガルで過ごした後、
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ゲスト卓話＝キャリアコンサルタント　森　志保子様
　　　　　　「人材育成で生産性と定着率アップ！」

本 日 の
プログラム

前回例会出席率
71.43%６月 ロータリー親睦活動月間

　遂に最終月の６月を迎えました。
ロータリーではクラブだけでなく、
ロータリアン一人一人が、ロータリー
活動に参加するよう強調するため、
国際ロータリー理事会が７月を除き
毎月、指定した特別月間があります。
そして６月は「ロータリー親睦活動
月間」であります。
　ロータリー章典に次のように記されています。『ク
ラブと地区は、この６月に親睦活動を推進するよう
奨励されています。ガバナーは、月信で親睦活動を
推進し、親睦活動の一年の活動状況について地区研
修・協議会または地区大会で報告するよう奨励され
ています。親睦活動グループは、活動内容やロータ
リー一般について関心を高めるため親睦活動の日を
設けたり、会員に情報を伝え、活動を推進するため
のウェブサイトを運営するよう奨励されています。』
　こう書かれていても何のことかよくわからない方
もあるかもしれませんね。つまり、クラブ内の親睦
という意味ではなく、ロータリアン、ロータリアン
の家族、ロータリープログラムの参加者や学友など
も参加できる、世界中の友人を作ったり、ロータリー
での経験をさらに豊かにするものでクラブの垣根を

超えた親睦活動を意味するものです。
　ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心を
持つロータリアンが集まったことを機に、1928年に
非公式に始まりました。1947年にはボート好きのロー
タリアングループが自分たちの船にロータリーの旗
を掲げ、自らをロータリアンの国際ヨット親睦グルー
プと名乗り始めました。現在も継続している最も息
の長い親睦グループです。親睦活動の範囲は月日を
経て変化していますが、今日まで変わらぬその目的
は、友情の下にロータリアンを結びつけ、各々が楽
しみとするレクリエーション又は職業的活動の場を
提供しています。
　自分と同じ趣味や関心を持っているロータリーファ
ミリーは必ずいるはずで、関心のある方はMy-Rotary
をご覧ください。
　話は変わりますが、ロータリーバッジの威力につ
いて、次のようなエピソードがあります。南米チリ
でがんの国際共同研究のために何回も現地調査をし
ている時、たまたまロータリーバッジをつけて会議
に出たところ、ある参加者から「日本からのロータ
リアンに遇えてうれしい。私もロータリアンです」
と声をかけられました。現地の病院の院長で、それ
から研究の話がトントン拍子に進みました。など…。
　ロータリーの行事以外でもまた仕事の上でもバッ
ジをつけていたいものですね。

メキシコを訪れました。　
　私は、バハマ大学で生化学を勉強しました。大学
を卒業した後、何かもっと国のために役に立つ仕事
をしたいと思い、私の専門は生化学なので、その方
面でいろいろと調べました。 
　６年前にバハマで結婚して、５年前に鹿児島大学
で水産養殖を研究するために、夫と一緒に鹿児島に
来ました。そして、４年前に娘が生まれました。
　バハマから鹿児島に来るまでに、３日かかりまし
た。バハマからマイアミに行き、 マイアミからテキ
サス、ロサンゼルス、東京を経て鹿児島に到着した
からです。
　日本のように、バハマは島国です。ですから、水
産養殖が役にたつと思いました。日本は、養殖が盛
んです。しかし、バハマには養殖がありません。

　ロブスターはバハマの漁業量の80％です。でも最
近少なくなっています。エビの餌はロブスターの餌
のようです。鹿児島大学ではロブスターを飼うのが
難しいので、私はエビを研究しています。
　最後に、福山さんと私は奄美と隼人のMBC養殖場
に行きました。いっぱい学ぶことができました。私
はエビにアレルギーがありますが、私は養殖された
クルマエビを食べることができました。 それはとて
も甘く美味しかったです。
　その後、私たちはボランティアをして石油流出か
ら海岸をきれいにしました。
　訪れた日奄美は風が強くとても寒かったですが、
とても良い景色や街並みがあり素晴らしい思い出が
できました。
　以上です。ご静聴ありがとうございました。
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６月４日のスマイル  小計 17,300円　2017～2018年度　累計 809,695円

●丸元　貞夫君／先週末、弊社３月末決算の第71期決算書
を申告しました。若干の増収、減益でした。又、皆様方に
送付いたしましたが、第40回鹿児島ドテライ市が今週末の
９日（土）、10日（日）、11日（月）と開催されます。是非、
御来会の程、お願い申し上げます。
●坂元　直人君／この後裁判がありますので早退を致しま
す。新年度以降のスケジュール管理は万全ですのでご安心
下さい。
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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
ビジター紹介：ベストフレンド＝富国生命保険相互会社鹿児島支社
　　　　　　　　　　　　　　　支社長　高柳　大輔様
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：吉村　隆博君（８日）　森園　千廣君（18日）
　　　　　　　川路　理幸君（23日）　平山勢津子君（24日）
　　　　　　　池脇　　剛君（30日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　　週報のみ
２）本日　新旧合同理事会　18：30～
　　於：ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな
３）市内ＲＣ新旧合同会長幹事会開催
　　6/7（木）18：30～　於：サンデイズイン鹿児島
　　参加者＝丸山（修）・青﨑・小福田・池畠・加島　各会員

４）６月のロータリーレートは110円です。（５月　108円）
５）ＲＣＣ例会　　11：00～　鹿児島市中央公園
　　6/10（日）指名出席者⇒丸山（修）・小福田・稲留　各会員
６）次週例会プログラム　6/11（月）
　　・ゲスト卓話＝キャリアコンサルタント　森　志保子様
　　・広報雑誌・ＩＴ委員会＝友のみどころ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：ピアニスト　入来　慶子さんより結婚の報告
ゲスト卓話＝米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ 様
　　　　　　「もしもーし！バハマです。」

第1899回例会
前々回（５月21日）の補正

54名
54名

35名
39名

71.43%
81.25%

出席報告 会員数 出席数 出席率

●池脇　剛君／誕生日祝い、有難うございました。数字の
中で、１番好きな６の並びになりました。いい一年になり
そうです。
●川路　理幸君／誕生日祝ありがとうございます。年を重
ねるごとに時の早さを感じます。老けないように気をつけ
たいと思います。
●親睦委員会／５月28日に行われたラウンドテーブルにて
集めたスマイルです。出席者は青﨑、尾辻、川畑、丸山（修）、
肥田木、竹田、新納、星原、丸山（健）、志賀の10名でした。
ありがとうございました。
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次年度委員会別打ち合わせ
次年度委員長を中心に

次 回 例 会　平成30年６月18日（月）

議　題
１）６・７月例会プログラム及び行事予

定・・・・・・承認
２）会計報告（別紙明細）・・・・・・承認

①５月度試算表について
②年度末残金処理について（5月

末残金）
　・特別徴収金　78,600円
　　・・・全額、運営特別会計口座へ

　　移す
　・運営特別会計　1,507,118円
　　・・・交流特別口座へ50万円移す

３）会長・幹事記念品について
　・・・・・・丸山ガバナー補佐含む３名に現金各２万円（計６万円）を7/2
（月）の会長幹事慰労会にお渡しする

４）次年度について（添付資料）・・・・・・承認
①予算について　　　　
②行事予定について
　・学習会　　　　・ラウンドテーブル　　　　・レディースデー例会

③会費について　　　
④１年間の行事予定一覧表作成について（前迫会員より提案あり、

青葉印刷にて作成）
５）セ釜山離就任式について・・・承認

７月５日（木）～７日（土）
　池畠夫妻・石塚夫妻・椨夫妻・川畑夫妻・加島・橋元・小福田・坂元
（娘同伴）・元RACキムさん　１４名参加（予定）

離就任式　平成30年７月５日（木）1９時～
　　　　　ゴールデンビューヴュッフェ　１４階

６） 年輪会開催について　・・・・・・承認
　　平成３０年６月１８日（月）１８：３０～　山形屋７Ｆ　社交室
７） その他・・・・・・承認

①次回定例理事会について
　平成３０年７月２日(月)　会長・幹事慰労会前　18：00～
　於：山形屋7F 社交室
②例会食手配について
　最近の出席者数を加味し、４５食⇒４０食に減少
③次年度お誕生日・結婚御祝品について
　池畠次期会長に一任

新旧合同理事会新旧合同理事会 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

新旧合同理事会
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｾﾚｯｿ鹿児島　きずな
平成30年６月４日（月）
18：30～　
◎青﨑　彰・◎小福田博
◎池畠泰光・◎加島　繁
◎橋元　隆・　吉田健朗
　竹添　寛・　下村哲也
◎田中和俊・　丸山　修
◎松元まや・○高岡和也
○前迫　実・○中間貴志
○是枝良実・○坂元直人
○川路理幸
稲留　宏・岡部　龍一郎
　◎ 新旧理事・○新理事


