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第1905回例会

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

本 日 の レディースデー例会 「トリオで贈るアフタヌーンコンサート」
プログラム 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

会 長 の 時 間

池畠

泰光

ヨ ロ ブ ン・ア ン ニ ョ ン ハ シ ム ニ
カ！！皆さんこんにちは。
先日の５日～８日迄韓国のセ釜山
ＲＣの離就任式に参加して参りまし
た。
国際奉仕委員長の橋元さんを団長
として、副委員の川畑夫妻、米山奨学委員の石塚夫妻、
椨夫妻。クラブ管理運営委員で副会長の坂元さんと
遥奈さんは親子で来られ、ＳＡＡの前幹事の小福田さ
ん、現幹事の加島さん、お世話役のキム君と私共の
夫婦で総勢 14 名で行って参りました。
釜山空港に着いてまず驚きました事は、セ釜山Ｒ
Ｃの熱烈な歓迎ぶりには感激しました。一緒に来た
妻はいきなり花束を贈られて驚いていました。ここ
に飾ってある花がその花でございます。５日に頂い
て今日まで水替えをしたり水切りをしたりして、ホ
テルで手入れしながら税関を通って持って参りまし
た。セ釜山ＲＣの皆さんの優しい心がこの花にある
様な気がしました。
セ釜山ＲＣのヤンパストガバナーを始めとする会
長 の 金（キ ム）さ ん、洪（ハ ン）さ ん、孫（ソ ン）
さん達から開口一番に言われた言葉は「海江田さん
はお元気ですか。
」「中原さんや丸元さんはどうして
いますか。」「林先生は例会には来られていますか。」
などととても気に為されている様子でした。中央Ｒ
Ｃの御年長の方々にくれぐれも宜しくお伝え下さい

会 員 卓 話「 お 遍 路 の 旅 」
■本坊 修
42日間、お遍路の旅（平成30年３
月５～４月16日）。
平成31年が父母の17回忌。供養の
為思い立ち、関西空港へ向けて出
発。そして鳴門駅から１番札所の霊
山寺へ。最後の88番札所大窪寺を打
ち終えた時、達成感はもちろんありましたが、終わ
りに近づくと虚脱感と云うか虚しくなる感覚を覚え
ました。
振り返って霊山寺から大窪寺の行程を思うと、ひ
たすら急ぎ足で辿ったのを後悔しています。もう少
し余裕を持ってそれぞれのお寺をゆっくり見た方が
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

前回例会出席率

80.00%

と言われました。先日お亡くなりになった久米田さ
んの話をすると、とても驚かれ悲しんでおられたご
様子でした。
さて、その様な事で皆さんが気になる離就任式で
の祝辞ですが、少しの緊張感の中、前もって書いて
いた原稿を心を込めて読み上げました。セ釜山ＲＣ
との 35 年間の姉妹盟約の奉仕活動を通じての親善交
流の事、創立 40 周年記念を迎える貴クラブに敬意を
表しました。中央ＲＣから沢山の参加要請を受けて
今後は橋元国際奉仕委員長からの呼び掛けがあると
思いますので、快くお受けして下さい。
池畠・加島年度のスローガンは「プロジェクトを
継げてオンリーワンクラブを創ろう！！」をテーマ
に今後は進めて参る所存であります。本日は第一回
の卓話に中央ＲＣ最もスマイルが多く、カリスマ的
な存在でもございます本坊会員をトップバッターに
要して「お遍路の旅」の卓話をお願いしました。ど
うぞ皆さんご静聴を宜しく頼みます。
念の為に７月 22 日は納涼家族会がございます。
クイーンズしろやま遊覧船で夏の夕涼みをお楽し
み下さい。又、７月 23 日はひまわり会を招いてのレ
ディースデー例会がございます。今回は入来さん、
吉澤さん、濱田さんによるコンサートがありますが、
会員の御夫婦による想い出の曲がありましたら前
もってリクエストをエピソードをお書き添えして下
さい。その曲を弾いてもらう様にお願いしてありま
す。どうぞ宜しくお願いします。

良かったという念が、沸き起こってきます。そして
確かに四国病と云う病があるのを実感する日々で
す。発心するかどうか判りませんが、西国33所、熊
野古道、スペインのサンティアゴ巡礼（800km）、
釜山－ソウル（500km）に想いを馳せる気持ちもあ
ります。

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
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メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

そういえば元プロ野球選手が、「サワリ」だけ歩いてテレ
ビに出てましたが、本物のお話期待しております。
●平山 勢津子君／本坊さま、ごめんなさい。お遍路、た
ぶん疲れて途中で帰ってくるものとばかり思っておりまし
た。あやまります。今日から鹿児島の空海様と呼ばせてい
ただきます。
●坂元 直人君／小学３年生の次女を連れ、セ釜山ロータ
リークラブの離就任式に参加して来ました。池畠会長、挨
拶素晴らしかったです。参加された皆さん、移動中の車内
で次女のしりとりにお付き合い頂き、ありがとうございま
した。川畑さん、旅行の企画ありがとうございました。韓
流演劇のNANTA（なんた）最高でした。最後に、小福田
さん、行きの新幹線に私が忘れたスーツバックを拾って下
さり、ありがとうございました。普段着で離就任式に参加
するという大失態を回避することができました。感謝です。
●青﨑 彰君／誕生日祝い有難うございます。今年は誕生
日の前後にいろいろな会合等があり、何回もお祝いしても
らえそうです。やっと64才です。まだまだこれからです。
●竹田 孝博君／本日、親睦委員会のラウンドテーブルが
はいから亭でありますので、よろしくお願いします。また
７月22日の家族会も、こぞっての参加をお待ちしておりま
す。
●久積 圭三君／お誕生日のお祝い、有難うございます。
今月で57才になります。お返し狙いの娘からのプレゼント
を除けば、このお祝いが唯一のプレゼントになります。今
後とも宜しくお願い致します。

●鹿児島RC 石岡 美奈子君／先週の夜間例会はメーク
アップありがとうございました。楽しい時間を、おかげさ
まで過ごすことができました。池畠会長、加島幹事様をは
じめ、ますますのご発展を祈念してスマイルいたします。
●池畠 泰光君・加島 繁君／セ釜山ロータリークラブの
離就任式に総勢14名で参りました。御年長でチャーターメ
ンバーのヤンパストガバナーを初めとして熱烈な歓迎を頂
き、感激を致しました。今回のビックイベントを機に益々
両クラブの発展に寄与する強い心構えが燃え上がりました。
●椨 茂吉君／チャーターメンバーが１人になりさびしい
思いです。海江田さんが云われる平均年令を押し上げる要
員になり申し訳ありません。そしてセ釜山RCの離就任式
に行って参りました。35年前に姉妹盟約を結んで以来ほと
んど行って来ましたが、今回の旅行が一番記憶に残る旅行
になり楽しいものでした。
●石塚 俊雄君／池畠・加島年度の成否を占うセ釜山会長
離就任式式典参加セレモニーは３重丸合格でした。更にこ
の旅行をお膳立てして頂いた橋元国際交流委員長、川畑副
委員長には２日間のソウル観光は大変楽しく、胃袋共々大
満足でした。カムサハムニダ！！
●橋元 隆君／６月11日のRT兼学習会のスマイルを致し
ます。参加者は順不同で、青﨑、川路、丸元、丸山修、池畠、
加島、川畑、宮脇、宇都、森園、中間、是枝、橋元、稲留、
尾辻の15名でした。
●丸山 修君／本日、本坊会員のお遍路の卓話楽しみです。

第１９０４回例会記録
７

月

９

日（ 月 ）

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：米山記念奨学生 モス・アミナ・サリナ様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 池畠 泰光君
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：稲葉 直壽君（７日） 青﨑
彰君（18 日）
椨
茂吉君（23 日） 久積 圭三君（30 日）
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 ①ロータリーの友 ７月号
②会員名簿
③ポスター ④週報綴り
③④は退出時にお持ち帰りください。
２）納涼家族会のご案内（7/4（水）ＦＡＸ済）
日程：平成 30 年 7 月 22 日（日）18：00 ～
場所：クイーンズしろやま
※出欠連絡が未だの方は、今週 7/12（木）までに FAX にて
事務局までお知らせください。
３）本日学習会 例会終了後引き続き 社交室にて 13：30 ～
担当：ロータリー情報委員会
４）本日ラウンドテーブル開催 18：30 ～ ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
担当：親睦委員会
５）RAC 例会 自己紹介例会 7/11（水）20：00 ～
場所：リバティークラブの予定です。
指名出席者→青﨑・岡部・小福田・髙栁・中原・原田・前迫・
森園 各会員

７月９日のスマイル 小計 41,611円 2018～2019年度 累計 102,611円

６）RCC 例会 7/22（日）11：00 ～ 中央公園
指名出席者→中間・川畑各会員
７）次回例会について
7/16（月） 祝日の為休会
7/23（月） レディースデー例会 ミニコンサート
「トリオで贈るアフタヌーンコンサート」
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
★おぎおんさぁの扇子１本千円で販売中です。
事務局までお声掛けください★
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：友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話＝本坊 修君
「お遍路の旅」

次 回 例 会

平成30年７月30日（月）

セ釜山RC訪問報告
「セ釜山RC離就任式に参加して」
出席報告
第1904回例会
前々回（６月25日）の補正

会員数
53名
53名

出席数
40名
33名

出席率
80.00%
68.75%

