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■川畑　英樹
　今年度の離就任式も例年とかわ
らず約１時間かけて１部と２部に
分けて厳かにおこなわれました。
　１部は前年度の会長幹事をはじ
め、役員の方々へ１年間の労いと
感謝を表します。一人ひとりへ記
念品や花を渡し、また本人達のお礼の挨拶が永遠と
続きます。同じ様に２部は今年度の会長幹事を中心
に役員や夫人の紹介や挨拶や地区や姉妹クラブの祝
辞などこれもまた盛大におこなわれます。今回は我
がクラブの池畠会長も素晴らしい祝辞を述べられ喝
采を浴びていました。

■橋元　隆
　本年度の参加者は 14 名となりま
した。
　【参加者順不同】「池島会長御夫
妻、椨御夫妻、石塚御夫妻、川畑
御夫妻、坂元副会長親子、加島幹事、
小福田 SAA、RAC のキム・ナム
ス氏、橋元」以上で訪問しました。
　今回は例年の２倍ほどの参加者で先方も喜んでも
らえたのではないかと思います。
　離就任式では、池畠会長の元気で堂々とした魂の
こもった挨拶がセ釜山 RC の皆様にも伝わったので
はないかと感じました。
　私は今回で７回目の訪問となりましたが、今回も
当日の昼食から夜の懇親会、二次会と多大な接待を
受けさらにお土産まで“ずんばい”頂き「痛み入り

　中央ＲＣの皆さんこんにちは。今
月もいよいよあと１日を残すことと
なりました。その様な中、台風 12
号に日本列島は振り回されて、関東、
東海地方に上陸してその後中国地方
を横断して九州に停滞しています。
予測不能な台風に週末のイベントな
どが中止になった所もあります。
　鹿児島では恒例の火の島花火大会が桜島で開催さ
れました。6,000 発の花火が打ち上がり約３万人の観
客が訪れた様です。弊社の遊覧船を使った花火見学
ですが、宇都会員の居る上町ハッピー会に毎年決まっ
て利用頂いています。来年の予約まで完了していま
す。ありがたい事です。
　夏は何と云っても花火が夏祭りには欠かせません
が、東京の隅田川花火大会は 100 万人近い人が訪れ
て 25,000 発が夏の夜空を彩り、経済効果も抜群だそ
うです。
　８月は「葉月」と申しますが、今日の花は盆が近
い事もあり、「ほうずき」と「ジンジャー」と云う花
を飾っています。皆さんはお花を見て季節の感性を

お感じになりませんか？
　さて夏と云えば夏の全国高校野球が一番でしょう
ね。今年は第 100 回記念大会と云う事で出場校も 56
校と例年より多くなっています。鹿児島代表の鹿児
島実業高等学校は、３年ぶり 19 回目の出場となりま
す。鹿実は野球は元より、礼儀と節度を重んじる教
育方針で開校 103 年の歴史と伝統のある私学校です。
校訓は「諦めない、怯まない」の不撓不屈の精神を
大切にしています。活躍を期待します。
　又先月は宮崎にアカデミーロータリークラブが設
立されました。当中央ロータ
リークラブからも祝電を送りま
した。更なる発展を祈願申し上
げたいと思います。
　今日は先日 7/5～8 日迄のセ
釜山ＲＣ離就任式での報告がご
ざいます。それと前回もお伝え
しましたが 10/26～28 日に行わ
れる高校生交流会に出席される
方はお早めに申し込み下さい。
本坊会員の方で取りまとめして
おります。宜しくお願い致しま
す。

ます」と云う気持ちでした。
　先方との打ち合わせ内容は今後の行事等で、2019
年１月 18 日～20 日までの盟約 35 周年記念の事と
2019 年３月中旬にセ釜山 RC が勉強の為、来鹿され
る予定等の事でした。

最後に皆様に御報告とお願いがあります。
　二次会の席で私が酔った勢いで「中央 RC から 35
名出席します」と、約束をしてしまいました。
　お酒の席での約束では有りますが、どうぞご理解
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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前回例会出席率
81.25%

会員卓話＝髙栁大輔君「新入会員　自己紹介」
　　　　　本坊　修君「お遍路の旅パート２」
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７月30日のスマイル  小計 11,140円　2018～2019年度　累計 134,880円
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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：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　池畠　泰光君
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①週報　②ポスター　③週報綴り　
　　②③は受け取られていない方のみ、退出時にお持ち帰りく
ださい。
２）情報集会開催について
　　期間：8月 20 日（月）～ 28 日（火）

　4 班　8 月 20 日（月）18：30 ～　グランセレッソ鹿児島
　きずな　にて開催
　1～ 3 班、5～ 6 班の世話人の方は、日時と場所を事務局
までお知らせください。
　なお 8 月 27 日（月）を予定しておりましたラウンドテー
ブルは、中止いたします。

３）次回例会について
　　8/6（月）　会員卓話＝新入会員　自己紹介　髙栁　大輔君

　会員卓話＝本坊　修君　「お遍路の旅　パート２」　　　
２本立てです。

　　例会終了後　定例理事会開催　開聞にて
　　8/13（月）　クラブ定款に基づき休会
　★本日席替えの為、名札の裏にお席の番号をご自身で記
入ください。

出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：セ釜山ＲＣ訪問報告　「セ釜山ＲＣ　離就任式に参加して」
　　　川畑　英樹君⇒椨　茂吉君⇒橋元　隆君

第1906回例会
前々回（７月９日）の補正

53名
53名

39名
44名

81.25%
88.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率

会員増強フォーラム
竹添委員長を中心に

次 回 例 会　平成30年８月20日（月）

●海江田　順三郎君／昨日、宮崎市で開催された宮
崎アカデミー RC認証状伝達式（チャーターナイト）
に出席しました。このクラブは宮崎大学の教職員と
取引業者で組織され、26名でスタートしました。池
畠会長の祝電も披露されました。以上です。
●本坊　修君／酷暑の中、岡部さんの出席有難うご
ざいます。
●久積　圭三君／先週から平山会員ご経営の玉里自
動車学校に通わせていただいております。鹿児島の
大自然に誘われてこの春から32年ぶりにオートバイ

に乗っておりましたが、ついに、子供の頃からの夢
であった「大型二輪の免許取得」に踏み出しました。
ご指導いただいています有村教官のお気遣いに励ま
されて、連日の酷暑の中、長袖長ズボン、ヘルメッ
ト姿で練習しております。玉里自動車学校のスタッ
フの皆様の接遇の温かさに感謝して、まだ、免許取
得前ですが、ご報告のスマイルです。
●出席委員会／７月23日のラウンドテーブルよりス
マイルします。出席者は、池畠、加島、丸元、尾辻、原田、
宇都、宮脇、稲留、川路、是枝、新納、以上11名の
会員とちょっと挨拶に来て拉致された事務局の高橋
さんです。
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