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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！

■青﨑　彰
　長い長い航海を終えて、何とか無事に「青﨑・小
福田丸」が、帆船の帆を畳み、港に係留ロープを投
げ将に着岸しようとしている気分であります。何と
いいましても、この船は船長は幹事経験もない者が
いきなり重責を担い、機関長である幹事もなかなか
決まらず、小福田君が手を挙げていただいて決まっ
た次第でありまして、何とも心もとない船出で皆様
も不安を持たれたのではないかと思いますが、なん
とか無事に終えることができますのも、小福田幹事
の的確なクラブ運営のお蔭でありまして、多忙な中
にもきっちりと幹事の職務を果たしていただいたこ
とと感謝に堪えません。また各委員長さんをはじめ
会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。中でも海
江田PGと丸山直前会長にはお世話になりました。わ
からないことはすぐ丸山直前会長に時間はお構いな
しに電話をさせていただきました。そして最後に事
務局の高橋さんには初めての事務局勤めをしていた
だき、これまた大変な一年ではなかったかと思い、

感謝の一言に尽きます。ありがとうございました。
　さて、就任早々に「セ釜山ＲＣ会長幹事離就任
式」に出席しました。慣れない韓国語の挨拶を一週
間猛勉強し、三本の栄養剤（小福田幹事の助言）を
もって乗り込みました。感じましたことは、会長と
いう職責の重大さであります。表彰の時は表彰状の
文章は司会が読み上げ、会長は賞状を渡すだけ、あ
あ、会長は王様なのだ！と。次年度のセ釜山ＲＣ創
立40周年、姉妹盟約締結35周年記念式典の提案がさ
れました。
　次に８月７日、ガバナー公式訪問が開催され、市
内分区一番目の訪問であり、どうなるのか心配があ
る中で始まりましたが、当クラブの戦略計画・会員
研修についての発表とガバナーアドレスがあり、皆
さんの協力でやり遂げました。
　次に鹿児島東南ＲＣの活動に参加しましたことを
お話いたします。志賀会員の志學館大学は「就職模
擬面接会」を毎年実施されていますが、昨年面接官
依頼がありまして、当クラブは昨年度と今年度続け
て参加しました。今年度は当クラブから竹田会員、
清水元会員、私の三名、他クラブから二名応援参加

会員卓話＝「会長・幹事　任期を終えて」会員卓話＝「会長・幹事　任期を終えて」

しました。目的は「実際の採用試験を想定した集団
面接と、その後のフィードバックをすることによ
り、参加した学生が自分の改善点を把握し、今後の
就職活動に活かす」であり、学生30名が６班に分か
れて実施されました。学生は自主参加ということ
で、かなり意識が高く想定面接を行ってきているよ
うでした。テーマとして今回は「想定外の質問を投
げかける」ということで、学生も大変苦労したと思
いますが、永続的にこのような活動をされているこ
とに、東南ＲＣと志學館大学に対して感銘を受けま
した。
　もう一つ感動しましたことは、高校生交流であり
ます。本坊交流副委員長のお力添えで今年も実に感
動的な交流ができたものと思います。沖縄尚学の生
徒の活動への取り組みがしっかりしていることと、
社会的事柄を自分なりに考え、それを皆の前で堂々
と話ができることに感動しました。沖縄の米軍基地
に関すること、戦時中のこと、地元沖縄のことなど
の質問に自分の考えを持っていること。これは若い
子にとって素晴らしいことです。この交流につい
て、もう少し学校全体に盛り上がって、長く続くこ
とを期待したいです。
　最後に、本当にこの一年間皆様にお世話になり、
無事に会長の任を降ろさせていただくことに感謝申
し上げます。まことにありがとうございました。

■小福田　博
　先ずは、１年間を無事に過ごすこ
とができましたことを会員の皆様に
感謝いたします。ありがとうござい
ました。
　この原稿を書くために、去年の手
帳を見ていましたら、平成29年６月
19日（月）の所に「事務局高橋さん、本日から」と
いう記載がありました。今思い出しますと、事務局
の上野さんが交代されるということで、大いに不安

になっていた自分を思い出します。当日は「ごはん
の時間」でラウンドテーブルもあり、「いよいよ幹
事就任だなー」と覚悟はしていましたが、翌週の26
日（月）は夜例会と会長幹事慰労会であり、自覚の
ないまま６月が終わっていきました。
　７月に入り、３日（月）の例会は無事終えた記憶
がありますが、同日の理事会に関しては、要領が
さっぱりわからず、吉田さんに聞いてばかりの有様
でした。その３日後には「セ釜山ＲＣの会長離就任
式」で訪韓する等、まさにドタバタの幕開けだった
気がしています。
　そもそもＲＣを初めて知ったのは、税理士として
の仕事柄、会費支払の請求を見て「ＲＣって、何す
るところですか？」とお客様に聞いたときでしょう
か。
　法人税法基本通達９－７－１５の２には「ＲＣ、
ＬＣの会費は交際費」とする旨の記載があり、その
事実は承知していましたが、ＲＣの実態は知らず、
ずいぶんと高い会費のボランティア活動だなと感じ
たものでした。
　まだまだ、ＲＣの本来の意義、魅力のすべてを理
解してはいないと思いますが、入会し５年以上が過
ぎ、また今回幹事という業務を終えての感想は、ま
さに人と人とのふれあいであり、利害の無いお付き
合いであるように感じています。この鹿児島中央Ｒ
Ｃに加入しなければ、とてもお知り合いになれない
方々とお知り合いになることができ、また例会等を
通じて会話し、また、会長幹事会等を通じて、他の
クラブの方々ともお知り合いになれたことが、今一
番の成果であるように思います。
　紹介者である久米田喜三郎さんの死去は、少なか
らずショックでありましたが、その分もＲＣ活動に
努めていこうと思います。来年度はＳＡＡとなりま
すが、皆様にご迷惑をおかけしないように、励んで
まいります。引続きのご指導・ご鞭撻をよろしくお
願いいたします。

会  長  の  時  間 青﨑　　彰
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　本日が最後の会長の時間となりま
した。お話をする前に、ご存じの通
り当クラブのチャーターメンバーで
ありました久米田喜三郎君が、23日
にお亡くなりになりまして、昨日通
夜、そして本日12時より吉田葬祭に
て告別式が行われています。本日の例会の開催等に
つきましても検討させていただきましたが、クラブ
代表として、池畠副会長に出席していただいており
ますことをまず、報告させていただきますと同時に、
ご冥福をお祈り申し上げます。２年前、体の調子が
悪くなられるまでは、クラブ出席も、またラウンド
テーブルにもよく出席されていたことを思い出しま
す。
　さて、本日の例会をもちまして、任期が後一週間
となりました。何も解らずじまいで、更に幹事の経
験もなしで　会長に就任いたしまして、皆様には大
変ご迷惑をおかけしたのではないかと思っています。
後ほど、一年間を振り返ってお話をさせていただき
ます。
　この時間では、次年度におけるロータリー情報（研
修）委員会について少し話をさせていただきます。

まず、例年の通り、六回学習会を開催します。時間
は例会に引き続いて行います。本年度は夜研修でし
たが、次年度は昼研修となりますのでご注意くださ
い。学習会の対象者は３年未満の会員でありますが、
それ以外の方もどうぞ参加していただきたいと思い
ます。
　また、連絡網についてですが、皆さんは「連絡網」
の会員名簿はいつもどうされていますでしょうか。
今回の「訃報」の連絡を回しましたが、なかなかう
まく伝達されていないように感じました。三原則を
思い出してください。
⑴　電話（連絡）がきましたら、次の方（下段）へ
連絡する。
⑵　留守の時は、飛ばして回すこと。
⑶　最後の方は、手数ですが会長又は幹事へ連絡す
ること。
であります。次年度はここのところも改善する必要
があるようです。連絡網をいつも携帯しておく。ま
た携帯電話に写真機能があれば、連絡網を写してお
く。一斉メール方式にするか。私はLINE及び
Facebook、Twitterは個人的使用であればいいので
すが、ロータリー間ではあまり使いたくないですね。
検討が必要に感じています。

会員卓話＝池畠　泰光君・加島　繁君　「会長・幹事　就任の挨拶」
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６月25日のスマイル  小計 9,000円　2017～2018年度　累計 854,612円

●青﨑　彰君／今週をもって会長の職を終えること
になりました。皆様にはいろいろご迷惑をかけたこ
とと思います。一年間有難うございました。会長の
時間の原稿づくりがないと思えば最高です。
●小福田　博君／本日の会務報告が最後の報告とな
りました。お耳ざわりだったかもしれませんが、１
年間ありがとうございました。次週からSAAとなり
ます。今度は静かに話しますので、よろしくお願い
いたします。
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ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：７
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　　①週報
２）次週　7/2（月）例会は 18：30 ～に変更します。
　　会員卓話＝「会長・幹事就任の挨拶」

　例会終了後「2017-18 年度　会長・幹事　慰労会」を開催
致します。
★例会前の 18：00 ～定例理事会を社交室にて開催しますの

で、理事の方は 30 分前にご集合ください。

出席報告：出席委員会　
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：鹿児島商工会議所⇒“おぎおんさぁ”のＰＲ
卓話：会長　青﨑　彰君・幹事　小福田　博君
　　　「会長・幹事任期を終えて」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1902回例会
前々回（６月11日）の補正

54名
54名

27名
39名

56.25%
79.59%

出席報告 会員数 出席数 出席率

●池畠　泰光君／青﨑会長、由緒ある中央RCの会長
の大役を成し遂げられ心より敬意を表します。又、
幹事の小福田君の明朗活発な会運営には心より感謝
の労いを捧げたいと思います。本日は会長代行で久
米田喜三郎君の葬儀に参列致しますが、久米田さん
は先日６月22日に７月からの中央RC会長就任のお知
らせと例会へのご臨席をお願いしたばかりでした。
この様な事になってしまって残念でたまりません。
本日の葬儀式に当たり、「中央RCを設立された」感
謝の心と「クラブの活性化に御尽力」された思いを
お伝えしてご冥福をお祈りして参ります。合掌。

会員卓話＝本坊　修君
「お遍路の旅」

次 回 例 会　平成30年７月９日（月）


