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新入会員　自己紹介新入会員　自己紹介
■髙栁　大輔
　このたびは、自己紹介の機会を
与えていただきありがとうござい
ます。
　私は昭和 40 年生まれの 53 歳で、
出身は神奈川県鎌倉市にあるサザ
ンの歌でも有名な「稲村ガ崎」と
いうところで、海を見ながら育ち
ました。実はこう見えても湘南ボーイで、幼少のこ
ろから湘南サウンドを聞いていました。今でも加山
雄三の大ファンです。
　家族は、妻と大学生の２人の娘と息子がいるので
すが、今年大学に進学した息子が下宿を始めて私も
単身生活９年目。家族バラバラの状態です。しかも
学費が一番かかる人生の中で最も家計が厳しく、責
任が重い時期が到来していることもあり、妻はいつ
もピリピリしている次第です。

　この度、14 回目の辞令をいただき、初めての鹿児
島支社勤務となりましたが、今まで縁が無かったわ
けではなく、私の母の姉が鹿児島県に嫁いでおりま
して、今から 40 年程前、横浜駅から「寝台特急はや
ぶさ」に乗り、西鹿児島駅へ。毎年夏休み数週間滞
在し、同年代の親戚と遊ぶのが楽しくて楽しくて。
そのときから雄大な桜島が目に焼きついておりまし
た。
　そして、何を隠そう、青春時代を「弓道」にささ
げていまして、高校時代は、インターハイで鹿児島
県代表の加治木高校と対戦し、負けてしまった悔し
い思い出があったのです。鹿児島県は弓道が盛んな
県でとても強かったです。（本日の南日本新聞１面に
も高校総体で鹿児島南高校が女子の部で全国優勝の
記事）このままでは終われないと思い、大学でも弓
道を続けました。今思えば、鹿児島が人生を導いて
くれたといっても過言ではありません。高校、大学
と７年続けた弓道で生涯を共にできる友人が数多く
できたことに感謝です。

　皆さんこんにちは。いよいよ８
月になりましたが、どの様な週末
をお過ごしでしたか。
　８月の事を「葉月」と申します。
秋に向かって葉が生い茂る月。木
には緑の色が鮮やかに目に映えま
す。緑が濃くて葉が多い分だけ、
花も咲き、実も成ります。収穫の
秋に向って季節は流れて行くと云う事です。
　さて今月８月６日は広島の原爆投下 73 年目を迎え
た訳ですが、私たちの鹿児島では 25 年前に 8.6 豪雨
の忘れられない大災害があった事は皆さんも鮮明に
覚えておられる事でしょうネ。甲突川に架けられて
いたあの五石橋が 8.6 豪雨に耐えたが「新上橋」と「武
之橋」は流失しました。玉江橋と西田橋、高麗橋は
再現されて架け替えられました。その型を今では石
橋記念公園に移設されています。
　夏と云えば全国高校野球甲子園大会ですが、今年
は 100 回記念と云う事でそれにちなんで色々な番組
がありますが昨日参加 56 校中、行進が一番「イイ
ナー」と感じたのはやはり母校の鹿実の行進ではな

いかと思いました。行進とは前を見据えて頭を上げ
て、足を上げて、手を振ると云う事を基本と教えら
れました。正に鹿実の行進はすばらしいと思う事で
した。「明治 150 年、西郷どん」の雄々しさを鹿実が
形で見せてくれ誇らしく思います。
　さて、昨日の日曜日。猛暑の中を宮崎の都城市で
行われました、ロータリー財団補助金管理について
の説明会が開催され肥田木委員長が出席されました。
それに関する報告はまた、改めてお知らせ下さいま
す様とお願い致します。
　尚、８月 13 日のロータリー例会は休会（お盆）と
なっていますが、８月 20 日は増強フォーラムを行い
ます。「今年のスローガンプラスワンの考動！！」に
掲げてある通り、純増３名が大きなテーマになって
います。そこで我がクラブでは「ベストフレンド」
をお招きして例会に参加して頂き、会員へのお勧め
をして行こうと考えていますので、ぜひ皆さん８月
20 日（月）例会にはお１人会員でおひとりのベスト
フレンドを連れて来て下さい。
　８月 20 日～IM に関する情報集会にもなっていま
す。皆さんの御協力を宜しく賜わり、今月も楽しい
例会づくり、ロータリーライフに努めましょう。

　フコク生命では社歴のほとんどを営業職員と共に
歩み、全国津々浦々と赴任しましたが、特に印象深
かったのは福島県でした。東日本大震災のまさにあ
の時で、家族や住む家を失った職員に対する心の支
えになったり、お客様の安否確認で被災地に出向い
たことなど一生忘れることはできません。また、次
に転勤になった青森県弘前市も日本一の豪雪地帯で
苦労しました。営業職員は「野村沙知代や神田うの」
が数多くいて本当に勉強になり、色々なことがあり
ましたが、乗り越えられてきたのは、やはり「人と
人との繋がり」であったと思います。私の好きな言
葉で「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」（一人はみ

んなのために、みんなは一人のために）という言葉
があります。
　お互いが利他の精神で取り組めば「ありがとう」
という感謝の気持ちと「おかげさまで」という謙虚
な心が生まれ、組織力が発揮できると信じています。
　趣味は一人旅と温泉めぐりです。薩摩富士の開聞
岳、涙が止まらなかった知覧の平和記念館、霧島の
温泉もレベルが高い！まだまだ見所いっぱいの県で
ワクワクしています。
　最後になりますが、鹿児島中央ロータリークラブ
で多くのことを学び、精一杯努力をしていく所存で
す。ご指導よろしくお願いいたします。
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議　題
１）８・9 月例会プログラム及び行事

予定（添付資料）・・・承認
8/27（月）・・・情報集会期間の為、
ラウンドテーブルを中止
9/10（月）・・・鹿児島東 RC 合
同例会について
 18：30 ～ホテルグランセレッソ鹿児
島　きずな
会費：4,500 円（徴収 3,000 円＋クラブより一人 1,500 円支出）

２）会計報告（別紙明細）・・・承認
①7 月度試算表について
②納涼家族会収支報告について

３）IM 実行委員会の立ち上げについて・・・検討中
　情報集会開始の 8/20（月）までには間に合わないが、メンバー

を選出し立ち上げる。
４）10/15（月）ガバナー公式訪問　会場変更について・・・承認

　社交室の予約が入っており 14 時以降使用不可の為、ドルフィン
ポート　ポルトカーサに変更

５）12/1（土）忘年家族会　プログラムについて・・・未定
 会場：ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな　18：30 ～

６）入来さんへのリクエスト曲封筒の作成について・・・承認
７）年間スケジュール表作成について

 6/4（月）理事会にて作成することが承認されたが、進捗が滞って
いるため却下するかどうか
⇒半期ごとの予定表（Ａ３×２枚）を青葉印刷にて作成し配布する。

８） 　その他・・・承認
①次回理事会について
　平成３０年９月３日（月）　　例会終了後　　於：開聞
②会津若松西ＲＣとのＴＶ合同例会について
　平成 30 年 10 月18日（木）に開催する。
　10 月22日（月）の例会を18日（木）に振替。

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

定例理事会
山形屋　開聞
平成30年８月６日（月）
例会終了後～
池畠泰光・加島　繁
坂元直人・川路理幸
田中和俊・小福田博
高岡和也・前迫　実
橋元　隆・中間貴志
是枝良実・松元まや
青﨑　彰　

第６期RLIパートⅠに参加して
次 回 例 会　平成30年８月27日（月）
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県でとても強かったです。（本日の南日本新聞１面に
も高校総体で鹿児島南高校が女子の部で全国優勝の
記事）このままでは終われないと思い、大学でも弓
道を続けました。今思えば、鹿児島が人生を導いて
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できたことに感謝です。

　フコク生命では社歴のほとんどを営業職員と共に
歩み、全国津々浦々と赴任しましたが、特に印象深
かったのは福島県でした。東日本大震災のまさにあ
の時で、家族や住む家を失った職員に対する心の支
えになったり、お客様の安否確認で被災地に出向い
たことなど一生忘れることはできません。また、次
に転勤になった青森県弘前市も日本一の豪雪地帯で
苦労しました。営業職員は「野村沙知代や神田うの」
が数多くいて本当に勉強になり、色々なことがあり
ましたが、乗り越えられてきたのは、やはり「人と
人との繋がり」であったと思います。私の好きな言
葉で「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」（一人はみ
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　お互いが利他の精神で取り組めば「ありがとう」
という感謝の気持ちと「おかげさまで」という謙虚
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　趣味は一人旅と温泉めぐりです。薩摩富士の開聞
岳、涙が止まらなかった知覧の平和記念館、霧島の
温泉もレベルが高い！まだまだ見所いっぱいの県で
ワクワクしています。
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８月６日のスマイル  小計 20,000円　2018～2019年度　累計 154,880円
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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
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：神野　洋介君（２日）　川畑　英樹君（９日）
　　　　　　　下村　哲也君（12 日）　丸山　　修君（14 日）
　　　　　　　林　　良昭君（18 日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①週報　②月信 8 月号
　　　　　　　　③2018-19 年度　年次計画書・報告書
２）延岡中央ロータリークラブ　創立 40 周年記念式典・祝賀会開催のご案内
　　日　時：平成 30 年 11 月 10 日（土）12：30 ～
　　　　　　於：エンシティホテル延岡（延岡市紺屋町 1-4-28）
　　登録料：10,000 円（ご同伴者 5,000 円） 
　　　　　　※参加される方は、事務局までお知らせください。
３）情報集会開催日程について（お知らせ）
　　１班と４班：8/20（月）18：30 ～グランセレッソ
　　２班：8/20（月）18：30 ～ごはんのじかん
　　３班：8/20（月）18：30 ～ふぁみり庵
　　５班：8/28（火）18：30 ～グランセレッソ
　　６班：8/27（月）18：30 ～ごはんのじかん　
４）市内 RC 会長・幹事会開催
　　8/7（火）18：30 ～　於：ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島
　　参加者＝池畠・加島　各会員

５）８月のロータリーレートは 112 円です。（７月　110 円）
６）RAC 例会　今期の年間目標について
　　8/8（水）20：00 ～　リバティークラブの予定です。
　　（指名出席はありません。）
７）RCC 例会　8/12（日）　11：00 ～　リンクビル５階（呉服町 1-18）
　　指名出席者⇒佐潟・小原　各会員
８）本日例会終了後　定例理事会　開聞にて
９）次週　8/13（月）クラブ定款に基づき休会
　　8/20（月）例会プログラム　「会員増強フォーラム」
　　　　　　　広報雑誌・ＩＴ委員会＝友のみどころ
　　※事務局　夏季休暇のお知らせ
　　　8/10（金）～ 16 日（木） よろしくお願い致します。
出席報告： 出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：肥田木ロータリー財団委員長より
　　　　　　補助金管理セミナーに参加して
卓話：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」

第1907回例会
前々回（７月23日）の補正

53名
53名

43名
42名

86.00%
84.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率

●林　良昭君／今日米寿の誕生日を迎える事が出来ました。
生涯現役で頑張る覚悟です。今後ともご厚情賜わりますよ
うよろしくおねがいします。
●本坊　修君／昨日高校野球第３試合で劇的なサヨナラ勝
ちを母校がしましたのでスマイルします。
●神野　洋介君／誕生日祝い有難うございます。67になり
ました。つい最近迄元気だったんですが、今現在、腰痛の
為ゴルフも出来ません。治療に専念して復活します。
●川畑　英樹君／誕生日お祝いありがとうございます。と
は言え誕生日がうれしい歳でもなくなりました。これから

は１年１年が勝負です。ボケないように頑張ります。言動
がおかしいときは注意して下さい。
●丸山　修君／誕生日祝い有難うございます。お盆の真っ
只中、14日に生まれました。食事は、煮しめ、身だくさんの、
いわゆる「かいのこじる」（呉汁）、糸こんにゃくの酢の物、
団子など、お精進ばかり。子供のころ嫌いでした。わが身
を憐れんだものです。それから何十年も年を重ね、この伝
統的な食べ物が大変おいしく頂けるようになり、今ではこ
の食の習慣を守りたいと思っています。
●下村　哲也君／誕生日祝い、ありがとうございました。
８月12日で43歳になります。引き続き、御指導のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。


