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会  長  の  時  間 池畠　泰光

　秋も深まり11月を迎えました。鹿
児島の三大行事のおはら祭も盛大に
開催されました。今年は明治維新
150年と云う節目の年となり、鹿児
島県人世界大会に参加された方々も
多数、踊り連に混じって踊っておら
れた様です。
　さて、月初めにRCでは君が代を
斉唱する訳ですが、以前学習会で前ガバナー補佐の
丸山修君から教わったのですが、君～完璧に成長し
た男女が代～時代を超えて千代に八千代に～永遠に
千年も万年も生まれ変わってもなおさざれ石の巌と
なりて～結束し協力しあい団結して苔のむすまで～
固い絆と信頼で結びついていこう。
　君とは私たち国民一人ひとりのことです。
　お祝の歌の代表作として紹介されたのが君が代で

す。ロータリーは米国で生
まれたものであり「親米的
な者の集まりではないか」
と睨まれこうした声に対抗
する為に日の丸の掲示と国
歌斉唱が始まったそうで
す。
　ハッピーバースデーの歌
は複数の名前だと歌いにく
い事もあるのでディアフェ
ロー（フエロー）シニアフェ
ローとなります。尊敬を込
めた特別な地位のようで
す。フレンドシップにより
更に深い絆で結ばれた仲間
同 士 と い う 意 味。ロ ー タ
リーで歌を歌う事は国を超
えた習慣となっています。
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会員卓話＝「新入会員自己紹介」会員卓話＝「新入会員自己紹介」
■田實　大志朗
　昭和26年１月27日生まれの67歳
で、武町で生まれ現在は紫原に住ん
でおります。
　「大きな志を持って、朗らかに生
きろ」とのことで親父が大志朗と名
付けてくれました。
　４人兄弟の長男で、昭和34年私が
８歳の時に親父が大洋商会を個人創業し、私も昭和
44年に高校卒業と同時に大阪の関連会社に修業に行
き、翌年修業を終えて帰鹿すると同時に入社しまし
た。
　昭和58年に法人化と同時に代表取締役に就任して
35期目を迎えています。
　平成14年には三代目が入社し社長業を引き継いだ
ので会長をしておりますが、まだまだ目が離せない
状況が続くと思います。
　仕事は、包装資材の販売を県内の大手量販店・小
売店・食品製造工場等に（お客様の商品を安心安全
に消費者の元にお届けする）をモットーに営業して
います。
　昭和45年創業の城山ストアーさんとは、創業当時
からのお付き合いで、今は亡き初代社長には我が子
のように可愛がって頂きました。二代目の泰光社長
とも、その当時から兄弟のようなお付き合いをさせ
て頂いております。

　家族構成は、女房と二人暮らしですが、東京で暮
らす娘が一人、そして近所に娘二人とその孫が毎日
のように来るので、寂しい思いもせず楽しく暮らし
ております。
　趣味は、50代の頃まではゴルフでした。オフィシャ
ルハンディは12までいきましたが肩を壊して（五十
肩）クラブを振れなくなりキッパリと辞めて、現在
はウォーキングに切り替えて15年位になります。　
この様な私ですが、皆さんのお役に立つように一生
懸命頑張りますので宜しくお願い申し上げます。

■米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ
　鹿児島大学水産学部博士課程３年
生のアミナモスです。大学ではクル
マエビとヒラメの研究をしていま
す。
　バハマは西インドの北部に位置し
ています。バハマの最高点は猫島に
あり、約63 mです。年間降雨量は
約1200mmで、主に夏に降ります。住民の約10％が英
国の白人で、残りの90%は黒人です。
　1492年、バハマはクリストファー・コロンブスの
最初の航海によって最初に発見されました。バハマ
に住むすべての先住民族がスペイン人によって殺さ
れました。バハマはアメリカ大陸で、先住民が絶滅
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ゴクラクチョウカ
【花言葉】
全てを手に入れる・輝か
しい未来・万能・寛容・
恋の伊達者・気取った恋

した最初の地域です。その後、17世紀にバミューダ
諸島から移住したイギリス人によって植民地化が始
まり、1783年にイギ  リス領となりました。他の英国
西インド諸島と同様に、アフリカからの黒人奴隷労
働力によって砂糖農場が設立されました。1973年に
独立し、バハマは英連邦の一員となりました。
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議　題
１）11・12月例会プログラム及び行事

予定（添付資料）・・・承認 
　12月3日職業奉仕フォーラムについて 
２）会計報告（別紙明細）・・・承認 
　10月度試算表について 
３）ロータリーデーについて・・検討中 
４）職業奉仕賞候補者推薦について

（添付資料）・・・承認 
　授賞式　平成31年1月28日（月）　　 
５）転勤者の後任会員　承認の流れについて 

⇒従来通り、理事会→各会員に案内→１週間後承認→入会式の
流れを踏襲する。 

６）2018-19年度以降　地区大会及び懇親会　登録料負担につい
て・・・・承認 

（案）下期会費請求時に10,000円／人を徴収し、参加者の登録料
及び懇親会費、 貸切バス代に充てる。 

　　特別会計内に新たな収支項目「地区大会」を設定し、管理する。 
７）次期理事役員について 

⇒次期会長・幹事にて検討中、12/10（月）年次総会までに決定する。 
８）その他・・・承認 
　①次回理事会について 
　　平成30年12月3日（月）　例会終了後　於：開聞
　②米山奨学会寄付について（報告） 
　　10月分スマイル　72,469円　全額11月中に寄付致します。 
　③12/16（日）入来慶子さん　ピアノリサイタルチケット購入について 

　10枚×@2,000=20,000円を運営特別会計（スマイル）から支出し、
購入する。 

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

欠席者

定例理事会
山形屋　開聞
平成30年11月５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
中間貴志・是枝良実
松元まや・青﨑　彰 
橋元　隆 

職場訪問例会
セイカ食品㈱日置工場アイスクリーム工場見学

次 回 例 会　平成30年11月19日（月）

●池畠　泰光君／①誕生日祝いありがとうございます。歳
を重ねる度に健康のありがたさが身に沁みます。今では
孫達の成長が楽しみです。孫が20歳に成る頃は私は85歳と
思うとゾッとします。その頃はきっとボッーとしているか
も知れません。②田實大志朗君の入会を心より歓迎致しま
す。彼とは永年のお付き合いを通して家族同士の間柄とし
て過ごしています。これからはロータリアンとして頑張っ
て頂きたいと存じます。ガンバレ大ちゃん。それから先月
10/31の「平成を見に行く」の南日本新聞で厚生市場が取
り上げられ原点を生かした再開発として地域活性化店舗と
して「鹿児島市民の台所」と評されました事に大変光栄に
嬉しく思います。佐潟社長ありがとうございました！
●重久　善一君／誕生日祝ありがとうございます。ロータ
リーぐらいしか祝ってくれません。
●肥田木　康正君／先月末をもって「まどか」かつや天文
館店がクローズとなりました。10年間、天文館の地で頑張っ
てくれました。足をお運びいただいたお客様、従業員、天
文館の皆様に感謝です。ありがとうございました。そして、
11月１日に回鮮すし鯛ぐるま加治木店を事業譲渡していた
だきリニューアルオープンしました。53店舗になりました。
屋号もそのままで実質２週間での営業再開です。従業員さ
んもそのままで働いて頂いており、新生鯛ぐるまとして発
進です。加治木の「みろく」交差点そば、丸亀製麺さんの

お隣です。近くにお立ちよりの際にはぜひお越しください。
●岡部　龍一郎君／誕生日お祝いありがとうございます。
66才中途半端な年です。最近、昼も夜もおとろえを感じます。
丸元さんを目指してふんばり頑張ります。
●福山　孝子君／先月、10月25日木曜日、鹿児島出水ロー
タリークラブから米山記念奨学生のアミナさんへ例会での
卓話依頼がありました。米山委員会部門長の椨会員と米山
記念奨学生のカウンセラーをさせていただいています福山
の３人で出水ロータリークラブを訪問して参りました。本
日は、当クラブで、アミナさんが卓話を致します。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
●松元　まや君／お誕生日お祝いありがとうございます。
46歳になります。会社を始めて12年、母親になってから10年、
ロータリーに入って６年。自分の人生でここ10年はあっと
いう間でした。これからも楽しく無事に過ごせるといいで
す。また、先日は沖縄高校生交流事業を無事終えることが
できました。ご参加いただいた会員の皆様ありがとうござ
いました。
●竹田　孝博君／親睦委員会です。すでに案内済ですが、
12月１日の忘年家族会、多数の出席をおまちしています。
16日までに出欠の報告と景品のご提供もよろしくお願いい
たします。
●佐潟　隆一君／ 10月に結婚祝いをいただきました。有難
うございました。スマイルが遅れてすみません。皆様方を
見習ってこれからも仲良くしていきたいと思っています。

11月５日のスマイル  小計 29,000円　2018～2019年度　累計 319,427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：重久　善一君（２日）　岡部龍一郎君（18日）
　　　　　　　松元　まや君（19日）　池畠　泰光君（25日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　　①週報　②月信　11月号
　　　　　　　　　③ガバナー公式訪問写真（参加者のみ）
２）忘年家族会について （10/30ＦＡＸ済）
　　平成30年12月1日（土）　18：30～
　　ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな

※11/16（金）までに出欠を事務局宛てＦＡＸにてお知らせ
ください。景品のご提供もお待ち申し上げております。

３）鹿児島県西部グループ合同例会開催について｠
　　平成30年11月19日（月）　18：30～21：30
　　枕崎観光ホテル岩戸

　第2770地区パストガバナー中村靖治氏による卓話を予定

しています。事前申し込み不要、懇親会費3,000円です。　
参加希望の方は事務局までお知らせください。

４）RCC例会
　　11/11（日）　11：00～　鹿児島市中央公園
　　指名出席者→松元会員
５）本日　定例理事会開催　　例会終了後　　開聞
６）次週　11/12（月）例会プログラム　「高校生交流　報告」
　　友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：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＝新入会員自己紹介　田實大志朗君

第1916回例会
前々回（10月18日）の補正

54名
54名

39名
34名

78.00%
72.34%

出席報告 会員数 出席数 出席率
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