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2018～2019年度  国際ロータリー会長　バリー・ラシン

●会　長　池畠　泰光　●副会長　坂元　直人　●幹　事　加島　繁　●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

プロジェクトを継げて　オンリーワンクラブを創ろうプロジェクトを継げて　オンリーワンクラブを創ろう

山形屋７Ｆ社交室

　会　長　挨　拶
会　長　　池　畠　泰　光

　鹿児島中央ロータリークラブの会員の皆
様。
　私はこの度、第42代会長を拝命致しま

す「池畠」でございます。入会歴13年目を迎えても尚、
RCの学習中の身でございます。しかしながら、これまで
に数多くのロータリアンの皆様との出会いを頂きました。
そのひとつひとつを実践して行ければと考えております。
RIテーマは、「インスピレーションになろう」（BE THE 
INSPIRATION）と発表されております。
　次年度地区大会スローガン「語ろうロータリー維新の
心」を掲げて、地区モットーは「プラスワンの考動」を11
項目示されています。その中で、鹿児島中央ロータリーク
ラブで取り組むべき重点目標は、

一、会員増強（純増１名以上）
一、RL1の実施クラブ参加２名以上（語ろうロータリー

を・語らせろ）
一、広報、公共のロータリーブランドの周知・強化・ロー

タリーデーの実施（企画研究）

一、職業奉仕の部門の強調
一、青少年奉仕部門の強化、支援、拡大

　この５項目をプラスワンの考動として重点的に会員の
皆様のご尽力を賜りながら邁進して参りたいと考えていま
す。クラブをもっと活性化する為には、新会員の勧誘が必
要です。増強チーム（４～５名）を組織して情報を公開し
ながら行動して参りましょう。
　「もっと楽しく」「もっと親交を深めて」「職業や経験
をロータリーで生かせるようにする為」に。その為には何
が足りないかを考えて、現会員の積極的な参加を促す為の
「お声掛け」や「ラインによる」モチベーションの喚起を
行うべきであります。
　「明るく朗らかなクラブ」を目指して、誠心誠意を持っ
て取り組み「語ろうかいロータリー・語らんかい」の和気
藹々とした、なんつぁ～ならん。おもして～クラブ！！
2730地区のオンリーワンクラブを創って行こうではありま
せんか。
　会員の皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げま
す。

　幹　事　挨　拶
幹　事　　加　島　　　繁

　本年度、池畠会長のもとクラブ幹事を務
めさせて頂く事になりました、加島です。
　２年前、入会させて頂いた際、ロータ

リークラブを知る上で、３年未満はラウンドテーブルや地
区大会等に積極的に参加するようご指導頂き、最初に参加
したのが延岡市で行われた地区大会でした。
　入会１ヵ月で地区大会参加。バスで４時間以上かかる延
岡市。さらに一泊するなど行きたくないというのが本音で
したが、バス中での前迫さんや橋元さんの永遠に続く話題
が時間を忘れさせてくれたようで、長い移動を感じなかっ
たようです。
　地区大会では、ゲスト櫻井よしこさんの講演や、ガバ
ナーや進行する人たちの話術がうまくて退屈はしなかった
と思います。鹿児島に帰る頃には、いい経験をしたという
心地よい満足感でした。
　ロータリークラブは多くの方々の奉仕活動により成り
立っていることと、私自身これまで奉仕活動というものに
時間を使ってこなかったことを痛感いたしました。
　入会当時、歯車会のゴルフを通して親しくなった先輩の
方から、ロータリーは半年間やってやって自分がおもった
以上に大変だし、若い人たちに指示されるのも抵抗があ

り、これから先ロータリーを続けて行くのも無理がある
と言われました。１年未満では結論を出すのも早いし、自
分磨き、いろんな人に会える場として頑張って行きましょ
うと言いましたが、その後電話をもらいやめて行かれまし
た。
　その後、ロータリアンとして活動する事により、たくさ
んの方々との交流が生まれ、貴重な学びの場となっており
ます。何歳になっても一歩踏み出すことの大切さを実感し
ている今、一人でも多くの方とこの魅力ある時間を共有し
たいという思いです。
　この度、ロータリークラブ歴の浅い私が、幹事をお引き
受けすることに重責を感じますが、微力ながら一歩踏み出
していこうと思います。
　本年度、池畠会長が掲げた中央ロータリーのテーマであ
ります「プロジェクトを継（つな）げてオンリーワンクラ
ブを創ろう」を始め、５つの重点目標を実践する為「親し
みのある、活気あふれる」をモットーに、初心を忘れず積
極的に行動してまいります。
　経験不足、勉強不足の為ご迷惑をおかけすることと思い
ますが、池畠会長あっての幹事ですので、全力で池畠会長
を支えていく所存ですので、理事、役員、各委員を始め、
会員の皆様のご指導、お力添えをよろしくお願いいたしま
す。
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前回例会出席率
90.20%会員卓話＝本坊　修君　「お遍路の旅」



回　数

2017〜2018 年度スマイル集計結果（上位）

金　額

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

本坊　　修
海江田順三郎
石塚　俊雄
丸元　貞夫
椨　　茂吉
池畠　泰光
小福田　博
青﨑　　彰
丸山　　修
川畑　英樹

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

本坊　　修
青﨑　　彰
小福田　博
海江田順三郎
丸山　　修
椨　　茂吉
池畠　泰光
志賀　啓一
丸元　貞夫
石塚　俊雄
吉田　健朗
田中　和俊

議　題
１）７・８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
　①2018-2019 年度予算について
３）情報集会日程・テーマについて
　日　程：8 月20日（月）～ 28日（火）
　テーマ：「ＩＭ開催について」
　⇒ＩＭ実行委員会を立ち上げて、内容

を決めてから開催する。
４） 納涼家族会について・・・・・承認　　　　　　　　　 
　日程：平成 30 年 7 月22日（日）　18：00 ～　　　
　場所：クイーンズしろやま　もしくは　下荒田しろやまデリ・マルシェ２Ｆ

　　　スペースにて
　会費：会員　　　　　　　　　　　　 6,０００円
　　　　配偶者外大人・RAC・RCC　　5,０００円
　　　　小・中・高校生　 　　　  3,０００円
　　　　幼児以下  　　　　　無　料

　　　　特別徴収金より　1,０００円 / 会員一人当たり支出　
５） 2018-19 年度　年輪会開催について・・・・会長に一任
６） ピアニスト入来慶子さん　謝礼増額について・・・・承認
　半期毎に８万円⇒１０万円に増額（リクエスト曲の楽譜手配料

等を含む）
７） その他
　①次回理事会について・・・・・・・・・・・・・承認
　　平成 30 年 8 月6日（月）　例会終了後　於：開聞
　②鹿児島東ＲＣとの合同例会が平成 30 年 9 月10日（月）に

決定のため、ラウンドテーブルは中止し、振替もしない。
　　・・・承認
　　⇒ホテルグランセレッソ鹿児島にて
　　　会費 4,500 円（鹿児島東ＲＣ承認済み）
　③例会等の写真撮影について、広報雑誌・ＩＴ委員ではなく、

親睦委員（入会１～３年未満）が担当する。・・・承認
　④6/25（月）の例会出席について・・・・承認

　池畠副会長（当時）は、久米田喜三郎君葬儀にクラブ
代表者として参列した為、例会出席扱いとする。< 丸山Ｇ
補佐（当時）ご提案による＞

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　社交室
平成30年7月2日（月）
例会（会長幹事慰労会）前18：00～
池畠泰光・加島　繁
坂元直人・川路理幸
小福田博・高岡和也
前迫　実・橋元　隆
是枝良実・松元まや
青﨑　彰　
田中和俊・中間貴志

７月２日のスマイル  小計 61,000円　2018～2019年度　累計 61,000円

●池畠　泰光君・加島　繁君／ 2018～2019年度第42代の会長池畠、
幹事加島の晴れの船出となりました。由緒ある中央RCの会員の皆
様の為に微力ながら務めさせて頂きます。どうか皆様何なりとお
申し付け下さいませ。喜んで働かせて頂きます。
●海江田　順三郎君／①先週は、風邪のため年輪会を欠席いたし、
誠に申し訳ございませんでした。②青﨑前会長、小福田前幹事のご
努力に感謝し、池畠会長、加島幹事のご活躍を期待いたします。
●丸元　貞夫君／青﨑・小福田丸の昨年７月以来の無事の航海・
帰港を心よりお喜び申し上げます。流石の名会長・名幹事振りで
した。又、本日池畠・加島丸の晴れの出港を、御祝い申し上げます。
頑張って下さい。
●橋元　隆君／会計・監査の謝礼をいただきましたので、スマイ
ルします。
●丸山　修君／①池畠、加島丸の新しい船出を心からお祝い申し
上げます。②青﨑会長、小福田幹事一年間本当にお疲れ様でした。
③会長・幹事慰労会にガバナー補佐まで加えて頂き有難うござい
ました。
●稲葉　直壽君／池畠会長の船出とクラブの繁栄を心から祈念申
し上げます。ご丁寧なお手紙、出会への願い出に、いつもながら
池畠会長の想いに感動いたしました。しかし、所要と重なりご期
待に応えることが出来ず申しわけございません。いつもながらこ
の幽霊会員だけは脱皮したいと思っていますが、ままならない自
分に苛立ちます。いつも皆様方の温かい心を思い浮かべ、いつか
はご期待に応えたいと努力いたします。
●宇都　和治君／池畠・加島丸の初出港を祝福すると共に無事の
御帰還を御祈り致します。維新150周年にふさわしい新たな中央の
歴史を築いて下さい。
●平山　勢津子君／大変遅くなりましたが、６月のお誕生日のお
祝いありがとうございました。母の看病等であわただしい日々で
すが何とかふんばってます。池畠新会長これから１年、よろしく
お願いいたします。
●森園　千廣君／皆さんお久しゅうございます。ご迷惑を沢山お
かけしましたが、これからもお掛けしますのでこれからもよろし
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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
ビジター紹介：鹿児島ＲＣ　石岡　美奈子様
バッジ交代式：会長　青﨑　　彰君⇒池畠　泰光君
　　　　　　　幹事　小福田　博君⇒加島　　繁君
会長の時間：池畠　泰光君

【第 2730 地区からの委嘱状伝達】
　海江田順三郎君⇒地区諮問委員会副委員長
　椨　　茂吉君⇒危機管理委員会委員、米山記念奨学会部門部門長、
　　　　　　　　米山学友委員会委員長
　丸山　　修君⇒拡大委員会（鹿児島県）委員、表彰選考委員会委員
　小福田　博君⇒地区監査委員会委員
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①月信７月号　②週報　③地区大会のチラシ
２）セ釜山離就任式
　　日　時：7月5日（木）19：00～　於：ゴールデンビューヴュッフェ
　　参加者：池畠夫妻・椨夫妻・石塚夫妻・川畑夫妻・加島・
　　　　　　橋元・小福田・坂元（お嬢さん同伴）
　　　　　　元ＲＡＣ　キムさん　以上 14 名
３）7 月ロータリーレート　１ドル＝110 円です。（6 月も 110 円）
４）7/8（日）RCC 例会　指名出席者→稲留、星原各会員

５）次週　7/9（月）例会プログラム
　　会員卓話＝本坊　修君　「お遍路の旅」
　　□友の見どころ　広報雑誌・IT 委員会
　　★おぎおんさぁの扇子販売をしております。1 本千円です。
　　この機会にぜひお買い求めください。　
出席報告：出席委員会
　　　　　前年度ホームクラブ 100％出席表彰⇒青﨑　彰君
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：2017-18 年度　会計監査報告　会計　橋元　隆君
卓話： 会長　池畠　泰光君・幹事　加島　繁君
　　　「会長・幹事就任の挨拶」

第1903回例会
前々回（６月18日）の補正

53名
54名

46名
39名

90.20%
79.59%

出席報告 会員数 出席数 出席率

くお願いします。
●坂元　直人君・川路　理幸君／池畠・加島年度の船出を心より
祝福致します。副会長・副幹事とも微力ながら全力でサポートさ
せて頂きます。皆様もご支援よろしくお願い申し上げます。
●青﨑　彰君／本日は私どもの慰労会をしていただき有難うござ
います。来週の９日は初の学習会です。昼の学習会です。３年未
満の会員の方は、必ず出席をお願いします。
●吉村　隆博君／皆様、ご無沙汰しております。毎日、慣れない
事務仕事に追われ苦労の連続です。学生時代に真面目に勉強して
いればと悔いる日々でございます。先月は誕生祝い、ありがとう
ございました。完全に復帰まで、後１ヶ月ほどかかりそうですが
見捨てる事なくお許し頂けると幸いです。

レディースデー例会　ミニコンサート
ピアノ　入来　慶子様・サクソフォン　吉澤レイモンド武尊様・フルート　濱田　知聡様

次 回 例 会　平成30年７月23日（月）


