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会  長  の  時  間 池畠　泰光

　皆さんこんにちは。本日は東 RC さん
との合同例会となり、私としては初めて
の合同例会での会長の時間と云う事でと
ても緊張しております。
　季節も秋となりましたが、秋と云えば
実りの秋。旬の食べ物がいっぱいです。
海の幸と云えば秋刀魚ですネ。他にも美
味い魚が鹿児島の海に脂が乗って沢山い
ます。「カレイ」、「サヨリ」、「アカムツ」、「スズキ」、「秋サバ」。
そして一番うまいのは「カツオ」でしょうネ。
　春に南九州の海から北上して日本近海の黒潮の流れに
乗って秋には宮城県沖の親潮がぶつかる場所で U ターンす
る秋のカツオは「戻りカツオ」と呼ばれています。これが
秋の味覚で旬の魚では一番ですネ。
　秋分の日はお彼岸の頃と重なります。春の彼岸は「おは
ぎ」を、秋の彼岸には「ぼたもち」と云って仏壇に供えて
居ますが、皆さんの所では如何ですか。
　ところで山の幸にも美味しい物が盛り沢山です。十五夜

の頃には「つがる」「ふじ」「ジョナゴール」などがあります。
りんごは一日一個を食べると健康に良いと云われ、「りん
ごが赤くなると医者が青くなる」と云うことわざが欧米に
あります。だけど、年令を重ねると硬いりんごよりぶどう
が食べやすく、ポリフェノールが豊富にあるぶどうが一番
です。
　「デラウェア」、「ベリー A」、「ネオ・マスカット」、「巨峰」
とあります。しかし品種改良を重ねて高級ぶどうと云えば

「シャインマスカット」でしょうネ。一房が 2,000～3,000 円
位ですが皮も食べられ、もちろん「種」はありません。
　色々と申し上げましたが、ロータリーとライオンズの違
いをフルーツに例えればライオンズクラブはリンゴであ
り、ロータリークラブはぶどうといえます。
　ライオンズクラブ全体で「我々は奉仕する」です。ロー
タリーは一人一人「ぶどうの一粒一粒」が自己責任と判断
において自己の職業を通して社会に世界に奉仕する事を基
本として組織全体で大きな一房のぶどうと云う奉仕の果実
を目指します。このロータリーの理念の元今後も励んで参
りたいと存じます。
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■鹿児島東 RC　岩切　康広
　こんばんは。鹿児島東ロータリークラ
ブ岩切でございます。職業分類は司法書
士です。本日は、中央クラブの皆様、お
招きいただきありがとうございます。
　当クラブもなかなかにマンパワー不足
でございまして、甚だ若輩ではあります
が、会長職を拝命いたしました。なにと
ぞご容赦くださいませ。 
　私自身、ロータリー歴８年目でございまして、６年前に
は幹事として会務報告をさせていただいてはいますが、ま
だまだ皆様に認知されていないかと存じます。そこで、私
の履歴書（司法書士になるまで）を発表させていただきた
いと思います。 
　私は、生まれは、垂水市です。実家は、「ママストアー」
とか「垂水ママ」という名前でスーパーの経営をしており
ます。家族経営の小さな有限会社ですが、祖父が創業し、
現在は父が２代目で、その長男が私ですが、後継ぎはいな
い状態です。父は、毎日のように釣り船を出して、魚釣り
に興じて、それを店で売っており、大変、幸せそうで、楽
しそうで、うらやましく思います。 
　そして、垂水小学校・垂水中学校・成績はビリッケツで
したが、鶴丸予備校（鴨池校へ自転車ごとフェリー通学）
を経て、志学館高等部へとすすみました。お世話になりま
した。高校時代は、成績はたしかビリッケツぐらいでした
が、２年生の夏頃から３教科で合格する大学だけにター
ゲットを絞って受験勉強し、無事、慶応義塾に合格しまし
た。高校時代に受験勉強を通じて、戦略・計画の大事さや
PDCA のサイクルをまわすことを学んだように思います。 
　慶応時代は、燃え尽きたのでしょうか、非常に堕落した

４年間でした。文学部哲学科美学美術史専攻でしたが、４
年間で取得した単位は、確か 16、当然卒業できませんでし
た。自分が親ならあきれ果てますが、すいませんお父様お
母様ということで、実家に帰り、実家のスーパーを３年間
程手伝いました。これではいかんと、再び一念発起し、戦
略を練り、司法書士の勉強を始めて、１年間の受験期間で
平成 17 年に合格できました。 
　振り返ると、ほんとに、力尽きてダメな時期と、尋常じゃ
ないくらい頑張る時期を繰り返している人生です。今現在
は、ちょっとダメだな～と思う時期だと思います。 
　ちなみに、バスケット界の名コーチの言葉（ジョン・ウッ
デン）で、「成功とは、自分がベストを尽くしたときに得
られる満足感のことだ」と定義する考え方があります。ま
た、ベストを尽くすためには、達成後のヴィジョン・未来
が明確にイメージできているかが大事だと考えます。 
　私にあてはめると、高校・大学・司法書士の各試験のとき、
また、事務所開業時（創業時）は間違いなく、ヴィジョン
も明確で、ベストを尽くせて成功だったと思えます。 
　今は、30 代を駆け抜けて、やることの多さに振り回され
て、何かにベストを尽くせず、満足感もないので、40 代は、
いかにそぎ落として、スリムにしていくかをテーマとして
おります。 
　なんでもそうですが、会員増強を成功させると考えた場
合、どんな会員が増えて、増えた場合どんな会になるか。
どんな事業をしているか。その明確なヴィジョン・未来の
イメージを皆で共有して各会員がベストを尽くさない限
り、その成功はないと考えます。その、ヴィジョン・未来
のイメージを皆に共有していただくのがリーダーの役割な
のでしょうが・・・。今日のような合同例会は、まさにイメー
ジを共有できる絶好の機会であり、ありがたいことだと
思っております。 
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
会長の時間：鹿児島中央ＲＣ 会長　池畠　泰光君
　　　　　　鹿児島東ＲＣ 会長　岩切　康広君
会務報告：鹿児島中央ＲＣ　幹事　加島　繁君
１）鹿児島南ＲＣ創立60周年記念行事開催のご案内
　　日程：平成30年12月1日（土）
　　場所：鹿児島サンロイヤルホテル
　　記念式典：15：30～　　　　　祝賀会：18：00～
　　登録料：会員　10,000円　　同伴者　5,000円

※参加ご希望の方は、10/12（金）までに事務局へお知らせ
ください。

２）林　良昭会員　米寿お祝い会のご案内　（9/5ｆａｘ済）
　　日時：平成30年9月25日（火）18：30 ～
　　於：ふぁみり庵　はいから亭　与次郎本店

※9/18（火）までに出欠回答をＦＡＸにて事務局までお知
らせ下さい。

３）地区大会のご案内【再連絡】
　　日時：平成30年10月13日（土）～14日（日）
　　於：鹿児島市民文化ホール　第１・２ホール他

　鹿児島市内で開催されますので、是非たくさんの方にご
参加頂きたく再度ご案内申し上げます。
※9/12（水）が最終締め切りですので、出欠回答が未だの
方は事務局までお知らせ下さい。

４）RAC例会　9/12（水）20：00 ～
　　場所：リバティークラブの予定です。
　　指名出席者⇒池脇・尾辻・是枝・下村・椨・肥田木・松元・
　　　　　　　　吉田各会員
５）RCC例会　9/23（日）11：00 ～
　　場所：リンクビル5階（呉服町1-18）
　　指名出席者⇒坂元・川路各会員
６）今後の予定⇒　9/17・24（月）は祝日の為休会です。
　　次の例会⇒10/1（月）ガバナー公式訪問前のクラブ協議会
　　※上田Ｇ補佐　訪問
友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会　予定
例会終了後　定例理事会　開聞にて開催

第1911回例会
前々回（８月27日）の補正
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■情報集会３班　　　　　　　　　　　 　　　　　　 佐潟　隆一
出席者：宇都、前迫、丸元、石塚、神野、椨、森園、
　　　  佐潟
　県全体の IM が来年２月24日（日）開催で決定済
みであり、その主幹事を鹿児島中央ＲＣがつとめる
流れになっているーとの幹事報告を受けて、進め方
については「全県的な IM でありしっかりとした協
力体制の構築が重要」「その際には鹿児島市外のガ
バナー補佐にも入ってもらうことも大事」との意見
が出た。IM の主催者はガバナー補佐がつとめることから「ガバナー補
佐と会長幹事で協議して早期に全県的な準備（実行）委員会の立ち上
げを」との要望も出た。
　また、テーマの設定に関しては「ガバナー補佐と会長で決めたら」と
の意見のほか、職業奉仕、会員増強といった具体案も出た。懇親会の
開催の必要性に加えて、会場の確保を急ぐべきとの意見も出た。

■情報集会４班　　　　　　　　　　　 　　　　　　 星原　一弘
開催日時 平成30年8月20日（月）18：30～20：30
開催場所 グランセレッソ　きずな
出 席 者 池畠会長、小福田ＳＡＡ、本坊会員、
 岡部会員、重久会員、福山会員、
 竹添会員、星原
テーマ「IM開催について」
　第４班の情報集会は、まず講師の小福田 SAA か
ら過去に開催された IM の状況等についても説明が
あり、特に 2006 年～2007 年度に当クラブがホストを務めた際の資料な
どをもとに議論を深めました。冒頭、オブザーバーで参加いただいた池
畠会長から、「今年度開催のＩＭについて、現時点でのガバナー事務局
における決定事項は開催日が平成 31 年２月 24 日（日）であることのみ
であり、詳細は今後詰めていかなければならない」との発言もあり、我々
としては、ガバナー事務局に対し開催に向けての骨子を促すためにも
要望をまとめることで一致しました。

（要望事項）
・開催は鹿児島市内分区10クラブで行う（物理的な問題）
・本来のIMの趣旨を考えれば交流会まで行うのがベター
・交流会を行うとなれば、曜日は日曜日ではなく土曜日の方が望ましい
・準備期間を考慮すると早急に準備委員会を立ち上げなければならない
・テーマは「基本に返る」ことが重要
　以上、30 分を超える熱心な議論の後「だれやめ」タイムに突入し、
旬の「サンマ刺」や「鮎の塩焼」を肴に会話も弾み、楽しく充実した時
間を過ごすことが出来ました。池畠会長が直前の例会で「情報集会は、
語ることが大事なんだ」といわれてましたが、その効果なのか酔いも手
伝ってか、会の最後には 2 年後の役員人事構想まで飛び出し、本坊丸
に乗った岡部幹事を見てみたいとの重大発表があるなど大いに盛り上
がりました。

■情報集会5班　　　　　　　　　　　 　　　　　　 久積　圭三
　８月 28 日、ホテルグランセレッソで情報集会第５
班の会合を、加島幹事にお越し頂き、松元会員、新
納会員、久積の４名で開催しました。
　当初の議題であった「ＩＭについて」は、直前の
情報により開催自体が不透明な状況になったことも
あり、ＩＭに関する基本的な考え方やその在り方、成
り立ちなどの基礎的な知識について加島幹事からご
教示を頂き、相互に意見交換をしました。
　その後は、ロータリアンとしての心構え、職業奉仕の話など、加島幹
事、松元会員のリードにより有意義な会合となりました。

■情報集会６班　　　　　　　　　　　 　　　　　　 高岡　和也
開催日時 ：2018/8/27　月曜日　18：30
開催場所：ごはんのじかん（稲留会員のお店）
補　　佐：吉田
メンバー：池畠会長、橋元、里、稲留、志賀、高岡、
　　　　 是枝　計8名
　第６班の情報集会は、世話人の是枝会員が、11
年前の堅山会長年度の時に鹿児島中央ＲＣがホスト
として開催されたときのプログラム資料と一昨年の
鹿児島西ＲＣが主管だったときのＩＭの資料を用意されており、それを
もとにまずはＩＭについて話あいました。
　終始、和やかな雰囲気で、それぞれのＩＭの体験談であったり考え
や意見が飛び交い賑やかな情報集会となりました。
　ただ、ちょうどこの日の昼例会にて、上田ガバナー補佐より、今年度
のＩＭは分区単位ではなく県全体、もしくは宮崎地区と一緒にやるとい
う方針が決まっている。との話があったばかりだったので、そもそもの
情報集会で話し合う内容のはずだっただろう今年度の我がクラブが担
当するＩＭをどのようなものにしたらよいか？というような話からは外
れてしまいました。
　2/24 のロータリーデーの日に、ＩＭを開催する事だけがおおよそ決
まっているだけで、その他の詳細については9/1にガバナー補佐による
会議が開かれる予定でそこで決まるだろうとのことでした。第６班で
は、そういうタイミングであったため、どちらかというとＩＭの今後に
ついての意見や見解を話しあう会となりました。そもそもＩＭは近年の
傾向では、ガバナーがガバナー補佐に依頼をして分区単位で開催され
るもので、テーマや形式はとくに規定されておらず、担当クラブが工夫
をしてロータリーの学びの場や、懇親の場にするものであったが、今後
はそういう概念ではない新しいＩＭの姿ができるのかもしれない。ＩＭ
をきちんとした形で行っているのも日本くらいで外国ではそこまでＩＭ
を特別意識していない傾向にあるという話もありました。
　クラブ単位でＩＭとは、という事を考えるというよりは、ガバナーや
ガバナー補佐の考えにより新しい方針を打ち出していただき同調して
いくことが最善ではないかという結論になりました。個人的には、ＩＭ
は地区大会などとは違う参加しやすい雰囲気でロータリーへの理解と、
より会員同士の親睦を深めるものになってほしいと思いました。
　IM について話をしたあとは、ごはんのじかんの美味しい料理と美味
しいワインなどを頂き、どういう訳か『IT』の話題になり、是枝会員が
様々な決済をクイックペイという電子決済システムを利用している話
や、最先端のロボット技術の話や、石原さとみの彼氏の前田裕二の
ショールームというネットビジネスの話や仮想通貨の話などで大いに

『IT』で盛り上がりました。

情報集会報告　３～６班情報集会報告　３～６班


