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会  長  の  時  間 池畠　泰光

■田中　和俊
「RLI（語ろうロータリーを）（語
らせろ）の実施」
　RLIについて発表しなさいとい
うことですが、私が2730地区で最
初に開催された第１期 RLI-2730
の卒業生だということで会長から
ご指名がありました。正直に言っ
て、最初の卒業生だからこそ記憶が怪しいという気
もしますが、あらためて RLIについて考えながらお
話ししてみたいと思います。
　RLIは、ROTARY LEADERSHIP INSTITUTEの
略です。ロータリーの指導者としての大学とか研究
所、研究会という意味でしょうか。資料にもロータ
リーリーダーシップ研究会と記載されていました。
　RLIは、パートⅠからパートⅢ、卒後コースとなっ
ています。私は順番に受講し、パートⅢを受講後、
卒後コースを受講しました。第１回ということもあ
り、各クラブ会長エレクトや現会長、会長経験者が
多く、そこで知り合って、地区大会などでお会いし
ますと挨拶をする関係になった方がたくさんいらっ
しゃいます。たしか押川弘巳パストガバナーも受講
者として参加されていたと思います。第１回は都城
のメインホテルでした。日曜日の朝早くから都城ま
で行くのがおっくうでしたが、なんとか９時ごろに
は会場には着いて受講しました。
　カリキュラムが10時から開会し、10時半から分科
会でした。分科会は45分の６時限目まで続きました。
これが学校みたいでなかなか疲れます。しかもただ
聞くだけのものではなく、常に発言が求められるの
で、夕方になると脳がパンクしそうでした。
　RLIのカリキュラムは「カリキュラム・スパイラル」
という体系に、各セッション、パートが位置づけら
れていて、１階のパートⅠではロータリアンが学ぶ
べきテーマが各セッションのテーマとなっていて、
次に２階のパートⅡでは、自分の所属するロータリー
クラブがより効果的なクラブに成長するための課題
が各セッションのテーマになっています。３階のパー
トⅢでは、「“MyRotaryJourney”私のロータリーの旅」
とタイトルがついているように、パートⅠとパート
Ⅱでの学びを基に、より幅広く奥深いロータリーの
世界を学ぶ旅となっています。「そのゴール（目的地）
は、私たち一人一人の、ロータリアンとしての成長
とロータリー観の確立です」とあります。カリキュ
ラム・スパイラルのもう一つの特長は、カリキュラ
ムが３つの大きな「スパイラル」の柱で構成されてい
るということです。リーダーシップ、奉仕、会員増
強です。
　RLIを受講してよかったことは、やはりロータリー
について真剣に考える時間を初めて持ったというこ
とではないでしょうか。ロータリークラブとはなん
ですか？と聞かれたときに、ちゃんと説明できるの
かどうか。ロータリークラブになんで自分は入って
いるのか。なんで10年も在籍しているのか。職業奉
仕とはなんなのか。これらをじっくりと考え、そし
て発表する機会を得たことは大きかったと思います。
答えは一つではないし、人それぞれです。それはロー

タリーだけでなく自分の人生や職業にも通じるもの
だと思いました。
　これからは当クラブも、会長幹事エレクトは必ず
受講するようにしておいたほうが、よりよいクラブ
運営になると思います。

■佐潟　隆一　
「広報、公共ロータリーブランド
の周知、強化、ロータリーデーの
実施」
　広報・雑誌・IT委員会の役割に
ついては、RCの活動を内外に報
告し紹介するとともに、RCに対
する地域社会の理解と信頼をさら
に醸成していくことにあります。そのためにはあら
ゆる手段を活用して、その活動内容を広く知ってい
ただくよう広報していく必要があると考えています。
　鹿児島中央 RCの活動は主に、週報の発行やホーム
ページなどを通じて情報提供を行っています。
　なかでも週報については10月１日付けの発行で
1885号に達しました。同日付け1977（昭和52）年１月
の創立以来、第1,912回だったことを考えると、ほぼ
創立以来40年余りに及ぶ活動状況が週報にしっかり
と記録されていると言ってもいいと思います。しか
も、紙面には会長の講話のほか、集会、スマイルの
報告、理事会議事録なども豊富な写真を含め記録さ
れています。
　週報は印刷物として会員に配布されるわけですが
同時に、地域住民のだれでも閲覧できるようにホー
ムページにも掲載されていて鹿児島中央 RCのさまざ
まな活動を地域の方々に知っていただく一助にも
なっています。
　週報を読めば以前の活動を確認でき、現在の取り
組みも十分に理解できるわけで、RC活動の充実と週
報の紙面の充実は密接に関連しているとの見方もで
きます。もちろん、これからもさらに充実した週報
を発行し続けていくことも大事ですし、ほかにどの
ような方法がクラブ内外への情報発信としてより有
効なのか、これからの課題として十分に検討してい
くことも重要だと思っています。

■加島　繁
「職業奉仕の強化」
　職業奉仕ということですが、多
種多様な職場からの集まりによ
り、考えが違ってくるのが当然で
ありロータリークラブとして、個
性の集まりの中でまとまっていく
為にもどれだけの人を知りどれだ
けの人の交流を進めるのが基本になってきます。
　当クラブの様々なイベントに積極的に参加し、そ
れぞれの職種を理解するのが ロータリアンとしての
成長に繋がっていくのではと考えます。
　職業奉仕とは、各自の職場の安定、働く人の不安
などを払拭し、健全な職場を築いていくことにより
安心してロータリクラブに奉仕できる事が理想と考
えます。 
　自分の職業を通して他人のないものを助ける事を
どう出していくのか、今まで以上の個々の積極性を

　
　会津若松西ロータリークラブの
皆さん。そして中央ロータリーク
ラブの皆さん、こんにちは。
　1997年１月10日に両クラブの姉
妹盟約が締結されていますが、そ
の前年には当時の「島津会長」、「中
原幹事」年度に画期的な会談を経
ての締結に至った、と海江田パストガバナーや椨さ
ん、林さんからお聞きしております。

　先輩方が築かれたこの両クラブの「絆」を益々強固
な物とし、今後のロータリー活動に役立てて行きた
いと思います。22年の歴史の重みを感じながら、本
日の合同例会が盛況で滞りなく開催されます事を
願っております。
　最後になりましたが、この度のテレビ合同例会の
通信作業に対して、前々から計画と準備に携わって
頂きました NTT西日本鹿児島支店長の榊原寿治様、
担当部長有藤唯暁様、SE担当主査田中正二様、担当
課長濵﨑勉様にはこの度の御尽力に心より敬意を表
します。ありがとうございました。
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会津若松西 TV 合同例会会津若松西 TV 合同例会
■会津若松西ロータリークラブ
　川瀬　裕之
　鹿児島中央ロータリークラブの
皆様、会津若松西ロータリークラ
ブの皆様、こんにちは。会津若松
西ロータリークラブ会長の川瀬と
申します。本日はよろしくお願い
致します。
　３年ぶり４回目の鹿児島中央、会津若松西、両ロー
タリークラブによるテレビ合同例会、本日の例会を
非常に楽しみにしておりました。鹿児島と会津とい
う、距離的に離れていてなかなか普段から直接お会
いして交流することが難しい皆さんが、テレビを通
してではありますが、お互いの顔を見ながら合同例
会を行うことができる、大変良い機会です。
　今回の例会の実現に向けてご準備頂きました、
NTT関係者の皆様、クラブ間交流委員会を初めとし
て、両クラブで準備を御担当頂いた皆様、深く感謝
申し上げます。
　さて今年は、会津では戊申150年と言っております
が、明治維新150年の記念の年です。
　当クラブの会員は、数名を除いて、皆会津の出身
です。私は会津では無く埼玉出身で、会津若松に引
越して仕事を始めたのが2011年で今年で８年目にな
ります。会津に住み会津で仕事をすることを通じて、
会津の人々が、会津の歴史を非常に大切にしている
ことを常に感じています。戊辰戦争での敗戦やその
後の戦後処置については、今後も会津の人々の中で
語り継がれていくのだと思います。

　そのような中、ロータリーという、地縁とは異な
る共通の価値観を持つ、鹿児島と会津の両クラブが
交流することになったのは、ひとえに先輩のロータ
リアンの皆さんのおかげです。
　今月号のロータリーの友、皆さんもご覧になった
かと思いますが、鹿児島中央クラブの海江田順三郎
パストガバナー、そして会津若松西クラブの田中文
雄パスト会長お二人が書かれた記事が掲載されてお
り、我々のクラブが友好クラブとなった経緯を、鹿
児島と会津、それぞれの立場から書かれた記事を読
むことができます。
　我々のクラブが友好クラブとなった経緯、これが、
全国のロータリアンが読む「ロータリーの友」に掲載
されたということは非常に喜ばしいと感じておりま
す。
　本日は、会津古城研究会会長の石田明夫先生に、
戊辰、薩摩と会津に関係する御講話を頂きます。非
常に楽しみにしております。
　最後になりますが、現在会津では、戊辰150年にち
なむさまざまな行事が行われております。今度の日
曜日、10月21日には、戊辰150年を記念して、鶴ヶ城
の茶室「麟閣」にて、表千家の男衆の茶人の会「千風会」
が茶会を催します。茶会というと女性が多いのです
が、今回は、スタッフはほぼ男性で、なかなか見ら
れない茶会です。私はスタッフとして下働きで参加
するのですが、是非皆さんお越し下さい。
　最後は宣伝になってしまいましたが、以上で会長
の挨拶と代えさせていただきます。

以上
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レディース例会　ゲスト卓話　NPO法人まちづくり地域フォーラム
かごしま探検の会　東川　隆太郎様　テーマ「維新 150 年・西郷どん」
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次 回 例 会　平成30年10月29日（月）

●池畠　泰光君・加島　繁君／ 2730地区ガバナー川原様、
同じく副幹事右田様、ガバナー補佐上田様。鹿児島中央ロー
タリーへお越しいただき全員感謝しております。今回が最
初ということですのでお身体だけは気をつけてガバナー訪
問乗りきって下さい。
●海江田　順三郎君／①一昨日開催されました地区大会で、
特別表彰を拝受いたしました。これも当クラブ会員の皆
さまのご支援の賜と感謝申し上げます。②本日の川原ガバ
ナー公式ご訪問、上田耕平ガバナー補佐、右田地区副幹事
のご随行を歓迎し、感謝申し上げます。
●石塚　俊雄君／２、３年前金婚式だったみたいですが、
もう忘れました。夫婦少しづつ物忘れが出てきて言い合い
をする位で先ずは穏やかな日々です。お祝い有難う御座居
ます。
●岡部　龍一郎君／結婚祝いありがとうございます。確か
34回目だったと思います。
●竹添　寛君／結婚記念祝ありがとうございました。結婚
37年に、あっと言う間になりました。ここまで続いたのも
私の誠実さのたまものだと誰も言わないのでスマイルで宣
誓します。来年までがんばります。

●中原　勲君／結婚記念日祝ありがとうございます。
●田中　和俊君／結婚お祝いありがとうございます。今月
10日で20年でした。披露宴は12月だったのですが、入籍は
記念日を忘れないようにと平成10年10月10日10時10分でし
た。それだけこだわって結婚したわりには、結婚記念日を
一度も祝うこともなくここまできました。これまで結婚何
年というのも、計算が簡単で良かったのですが、ちょうど
また来年、平成から次の元号に変わります。また計算がし
やすいので、30年、40年、50年と続けていきたいものです。
ありがとうございました。
●稲留　宏君／結婚記念祝、ありがとうございます。25年
目を迎えることが出来ました。生きている限り続けていけ
る様に頑張ります。
●高岡　和也君／ 10月22日は例会は振り替えでありません
が18：30より、職業奉仕委員会担当によるラウンドテーブ
ルがありますのでよろしくお願いします。場所は肥田木会
員のふぁみり庵与次郎本店になります。
●髙栁　大輔君／結婚して23年となりますが、今まで結婚
記念日を夫婦で祝った事が一度もありませんでした。これ
を機に夫婦の仲を取り戻して行きたいと思っています！頑
張ります！

10月15日のスマイル  小計 31,000円　2018～2019年度　累計 273,958円

第1914回例会
前々回（10月１日）の補正

54名
53名

30名
43名

63.83%
86.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率

示すことがより職業奉仕の強化と考えます。
　当クラブもあらゆる職業を見るのも一つの考えと
して来月の19日に職場体験 としてセイカ食品のアイ
スクリーム日置工場見学をおこないます。 実際目に
する工場の設備や働く人のイメージなど勉強になる
と思いますので是非ご自身の目でお確かめ頂き、ご
参加お願いします。

■中間　貴志
「青少年奉仕部門の強調、支援、
拡大」
１　鹿児島中央ローターアクトク
ラブの現状
　経験者が実質０人となり、
ロータリー会員企業の従業員２
名が入会予定ですが、例会活動が出来ない状況に
あります。
　崩壊寸前の危機状態であるというのが現実です。
２　問題点

　アクト会員が少ないことにつきます。
　一昔前は、ロータリー会員の子弟がアクト会員
になる事例も多かったと思われますが、現在では、
アクト会員の30歳という年齢制限から、ロータリー
会員の子弟も年齢制限オーバーとなっている方が
多いなど、拡大のチャンネルが著しく狭まってい
るという問題があります。

　また、主力となる、20歳代の会員で会員企業の
子弟ではない従業員の場合も、夜の残業などで例
会に参加することが難しかったり、経営者にいわ
れて仕方なく参加していたりして長続きしないと
いう事例も極めて多いようです。
３　ローターアクト委員長会議

　先日10月10日に、ローターアクト委員長会議が
ありました。
　どこのアクト委員長も似たような苦労をしてい
るようです。
　今の若い世代は，スマホでインターネット上で
コミュニケーションすることには長けていても、
実際に集まって語ったり活動したりする意欲やス
キルが不足しているという指摘もありました。
　また、ローターアクトクラブの活動について、
ロータリアンの理解や関心が低いという指摘もあ
り、ここにはかなりの問題点が潜んでいるような
気がいたしました。
４　改善の方向性

　一に拡大。二に拡大。
　ロータリー会員がアクト会員候補の声かけを励
行して頂きたいと思います。
　ロータリー会員が、ローターアクト例会に，積
極的に参加して頂き、実態と意義を理解して頂き，
さらなる協力をしていただきたいと思います。



ゲスト卓話＝米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
会員卓話＝田實　大志朗君「新入会員自己紹介」

次 回 例 会　平成30年11月５日（月）

第1913回例会
前々回（９月10日）の補正
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■田中　和俊
「RLI（語ろうロータリーを）（語
らせろ）の実施」
　RLIについて発表しなさいとい
うことですが、私が2730地区で最
初に開催された第１期 RLI-2730
の卒業生だということで会長から
ご指名がありました。正直に言っ
て、最初の卒業生だからこそ記憶が怪しいという気
もしますが、あらためて RLIについて考えながらお
話ししてみたいと思います。
　RLIは、ROTARY LEADERSHIP INSTITUTEの
略です。ロータリーの指導者としての大学とか研究
所、研究会という意味でしょうか。資料にもロータ
リーリーダーシップ研究会と記載されていました。
　RLIは、パートⅠからパートⅢ、卒後コースとなっ
ています。私は順番に受講し、パートⅢを受講後、
卒後コースを受講しました。第１回ということもあ
り、各クラブ会長エレクトや現会長、会長経験者が
多く、そこで知り合って、地区大会などでお会いし
ますと挨拶をする関係になった方がたくさんいらっ
しゃいます。たしか押川弘巳パストガバナーも受講
者として参加されていたと思います。第１回は都城
のメインホテルでした。日曜日の朝早くから都城ま
で行くのがおっくうでしたが、なんとか９時ごろに
は会場には着いて受講しました。
　カリキュラムが10時から開会し、10時半から分科
会でした。分科会は45分の６時限目まで続きました。
これが学校みたいでなかなか疲れます。しかもただ
聞くだけのものではなく、常に発言が求められるの
で、夕方になると脳がパンクしそうでした。
　RLIのカリキュラムは「カリキュラム・スパイラル」
という体系に、各セッション、パートが位置づけら
れていて、１階のパートⅠではロータリアンが学ぶ
べきテーマが各セッションのテーマとなっていて、
次に２階のパートⅡでは、自分の所属するロータリー
クラブがより効果的なクラブに成長するための課題
が各セッションのテーマになっています。３階のパー
トⅢでは、「“MyRotaryJourney”私のロータリーの旅」
とタイトルがついているように、パートⅠとパート
Ⅱでの学びを基に、より幅広く奥深いロータリーの
世界を学ぶ旅となっています。「そのゴール（目的地）
は、私たち一人一人の、ロータリアンとしての成長
とロータリー観の確立です」とあります。カリキュ
ラム・スパイラルのもう一つの特長は、カリキュラ
ムが３つの大きな「スパイラル」の柱で構成されてい
るということです。リーダーシップ、奉仕、会員増
強です。
　RLIを受講してよかったことは、やはりロータリー
について真剣に考える時間を初めて持ったというこ
とではないでしょうか。ロータリークラブとはなん
ですか？と聞かれたときに、ちゃんと説明できるの
かどうか。ロータリークラブになんで自分は入って
いるのか。なんで10年も在籍しているのか。職業奉
仕とはなんなのか。これらをじっくりと考え、そし
て発表する機会を得たことは大きかったと思います。
答えは一つではないし、人それぞれです。それはロー

タリーだけでなく自分の人生や職業にも通じるもの
だと思いました。
　これからは当クラブも、会長幹事エレクトは必ず
受講するようにしておいたほうが、よりよいクラブ
運営になると思います。

■佐潟　隆一　
「広報、公共ロータリーブランド
の周知、強化、ロータリーデーの
実施」
　広報・雑誌・IT委員会の役割に
ついては、RCの活動を内外に報
告し紹介するとともに、RCに対
する地域社会の理解と信頼をさら
に醸成していくことにあります。そのためにはあら
ゆる手段を活用して、その活動内容を広く知ってい
ただくよう広報していく必要があると考えています。
　鹿児島中央 RCの活動は主に、週報の発行やホーム
ページなどを通じて情報提供を行っています。
　なかでも週報については10月１日付けの発行で
1885号に達しました。同日付け1977（昭和52）年１月
の創立以来、第1,912回だったことを考えると、ほぼ
創立以来40年余りに及ぶ活動状況が週報にしっかり
と記録されていると言ってもいいと思います。しか
も、紙面には会長の講話のほか、集会、スマイルの
報告、理事会議事録なども豊富な写真を含め記録さ
れています。
　週報は印刷物として会員に配布されるわけですが
同時に、地域住民のだれでも閲覧できるようにホー
ムページにも掲載されていて鹿児島中央 RCのさまざ
まな活動を地域の方々に知っていただく一助にも
なっています。
　週報を読めば以前の活動を確認でき、現在の取り
組みも十分に理解できるわけで、RC活動の充実と週
報の紙面の充実は密接に関連しているとの見方もで
きます。もちろん、これからもさらに充実した週報
を発行し続けていくことも大事ですし、ほかにどの
ような方法がクラブ内外への情報発信としてより有
効なのか、これからの課題として十分に検討してい
くことも重要だと思っています。

■加島　繁
「職業奉仕の強化」
　職業奉仕ということですが、多
種多様な職場からの集まりによ
り、考えが違ってくるのが当然で
ありロータリークラブとして、個
性の集まりの中でまとまっていく
為にもどれだけの人を知りどれだ
けの人の交流を進めるのが基本になってきます。
　当クラブの様々なイベントに積極的に参加し、そ
れぞれの職種を理解するのが ロータリアンとしての
成長に繋がっていくのではと考えます。
　職業奉仕とは、各自の職場の安定、働く人の不安
などを払拭し、健全な職場を築いていくことにより
安心してロータリクラブに奉仕できる事が理想と考
えます。 
　自分の職業を通して他人のないものを助ける事を
どう出していくのか、今まで以上の個々の積極性を

クラブフォーラムクラブフォーラム示すことがより職業奉仕の強化と考えます。
　当クラブもあらゆる職業を見るのも一つの考えと
して来月の19日に職場体験 としてセイカ食品のアイ
スクリーム日置工場見学をおこないます。 実際目に
する工場の設備や働く人のイメージなど勉強になる
と思いますので是非ご自身の目でお確かめ頂き、ご
参加お願いします。

■中間　貴志
「青少年奉仕部門の強調、支援、
拡大」
１　鹿児島中央ローターアクトク
ラブの現状
　経験者が実質０人となり、
ロータリー会員企業の従業員２
名が入会予定ですが、例会活動が出来ない状況に
あります。
　崩壊寸前の危機状態であるというのが現実です。
２　問題点

　アクト会員が少ないことにつきます。
　一昔前は、ロータリー会員の子弟がアクト会員
になる事例も多かったと思われますが、現在では、
アクト会員の30歳という年齢制限から、ロータリー
会員の子弟も年齢制限オーバーとなっている方が
多いなど、拡大のチャンネルが著しく狭まってい
るという問題があります。

　また、主力となる、20歳代の会員で会員企業の
子弟ではない従業員の場合も、夜の残業などで例
会に参加することが難しかったり、経営者にいわ
れて仕方なく参加していたりして長続きしないと
いう事例も極めて多いようです。
３　ローターアクト委員長会議

　先日10月10日に、ローターアクト委員長会議が
ありました。
　どこのアクト委員長も似たような苦労をしてい
るようです。
　今の若い世代は，スマホでインターネット上で
コミュニケーションすることには長けていても、
実際に集まって語ったり活動したりする意欲やス
キルが不足しているという指摘もありました。
　また、ローターアクトクラブの活動について、
ロータリアンの理解や関心が低いという指摘もあ
り、ここにはかなりの問題点が潜んでいるような
気がいたしました。
４　改善の方向性

　一に拡大。二に拡大。
　ロータリー会員がアクト会員候補の声かけを励
行して頂きたいと思います。
　ロータリー会員が、ローターアクト例会に，積
極的に参加して頂き、実態と意義を理解して頂き，
さらなる協力をしていただきたいと思います。
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　ガバナー公式訪問にあたりまして、いつもの山形
屋の社交室より本日はポルトカーサで開催する事と
なりました。昼食も豪華なハンバーグのコース料理
の百万ドル食事となりおいしく頂きました。
　さて、昨日まで国際ロータリー2730地区2018～
2019年度地区大会が開催されました。川原ガバナー
に置かれましては大変な過密スケジュールの中、鹿
児島市内10クラブの中で第１回目となる、当クラブ
にお越し頂き、誠にありがとうございます。心より
歓迎を申し上げます。川原篤雄ガバナーは当地区で
初の男女参画のクラブとして誕生しました。
　鹿児島サザンウィンドロータリーの創立会員であ
りますロータリー歴22年目の70歳（古希）をお迎えに

なられておられます。職業分類は飲料水配布です。
　RIテーマ「インスピレーションになろう」に向けて
発表される中で地区スローガン「プラスワンの考動
を！」実践することをロータリアンに促しておられ
ます。「モチベーションを高める」人の心に火をつけ
るリーダーになろうを掲示されています。
　当クラブは地区モットーの①～⑪の中より５項目
を選択して、現在・過去・未来を闊達に語って頂く事
として、本日のクラブテーマとして進めて参ります。
　尚、今日の晴ればれとした日に新入会員の田實大
志朗さんをお迎えする事となりました事も大変光栄
に思います。ガバナーより入会バッジを付けて頂き、
今後のロータリー活動にご尽力を賜りたいと思いま
す。ありがとうございました。
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