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　皆さん、こんにちは。本日の例会
は「海外研修」のため、欠席させて
頂きました。誠に申し訳ありません。
よって、坂元副会長に代読をお願い
致しましたので宜しくお願い申し上
げます。
　11月も中旬を迎えて、ロータリー
クラブの上期の行事も佳境に入って
参りましたが、先ずは皆さんに次年度の理事・役員
のお役目をお願いする事となります。ロータリーク
ラブは「お一人お一人の責任を担い、ハイとイエス」
しかございませんので、何卒、御協力をお願い申し
上げます。
　そこで、本日はロータリーの友10月号に掲載され
ていた記事を深読みしてみましたので、御紹介した
いと思います。
　大阪堂島ロータリークラブがあります。
　1987年創立以来、31年間例会を一度も欠席したこ
とがない100歳になる会員がおられます。藤本真一郎
さんという方です。第100回全国高等学校野球選手権
記念大会が甲子園で始まったばかりの８月６日ANA
クラウンプラザホテル大阪で行われる例会の前、約
束の時刻に藤本さんは姿を現しました。猛暑という
のにきちんとネクタイを締めた背広姿です。ステッ
キこそ手にしておりますが、背筋はピンっと伸びて
います。藤本さんは100年生きてきて言えることは「人
生は“つき”だと思う。私は“つき”に恵まれてい
たということ。もちろん時には無謀とも言える決断
をして“運”を切り開いて来てもいるのですが」と

楽しそうに笑う。
　大阪堂島ロータリークラブの創立に当たっては、
「ロータリーのロの字も知らなかった」のに初代の会
長に担がれてしまった。これも“つき”のうちかも
知れない。
　これまでニュージーランドのダウンタウンオーク
ランドロータリークラブとの20余年にわたる交流な
ど親睦活動の盛んなクラブだったがここひとつ、奉
仕の原点に立ち返って活動しようと方向転換を図っ
た。「汗をかける人は汗を。それができない人は財布
を出しましょう」が合言葉だと。
◎社会奉仕委員会が実施したのは、京セラドーム
大阪の特別観覧室に非営利活動法人の「ぴよぴ
よ会」と提携してオリックスの主催試合に野球
好きな子供達を招待する事。８月の６試合を数
十人に観戦してもらった。
◎青少年奉仕委員会は、盲導犬育成支援の募金活
動を難破の高島屋前にて行った。
◎親睦活動委員会が企画のクリスマス会は、毎年
家族会の形で行ってきたが、親と離れて暮らす
児童養護施設の小学生18人と付き添いの５人を
招いた。

　このように、ロータリークラブの職業を通じての
奉仕活動は、「みんなの為になるかどうか」が一番の
根底だと思います。
　ロータリーデーと云うビックイベントが我がクラ
ブがホストとして担う事になりましたことを光栄の
極みであり“つき”だと思って、皆さんと一丸となっ
て成功させようではありませんか。宜しくお願い申
し上げます。
　以上、会長の時間とさせていただきます。
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会員卓話＝「高校生交流報告」会員卓話＝「高校生交流報告」
■加島　繁
　中央ロータリー 10名、樟南高校
から教員１名、生徒５名で沖縄に出
発しました。到着した那覇空港では
沖縄尚学の生徒たちにテキパキと荷
物を運んでもらい、お客様を迎える
気持ちが伝わり、とてもすがすがし
い気持ちになり感心しました。那覇西ロータリーの
例会に参加した後、沖縄尚学地域研究会の生徒数名
らと共に「白梅女子学徒隊」の歴史をたどるバスツ
アーが始まりました。白梅とは有名なひめゆり学徒
隊と同様、多くの軍人を治療したといわれる県立第
二高等女学校の生徒たちの事です。ツアーが終わる

ころ、緊張がほぐれた両校の生徒たちの和やかな姿
を目にして、平和な時代に生まれたことのありがた
さを感じずにはいられませんでした。夜は那覇西ロー
タリーメンバーとの交流会があり、温かい歓迎を受
け１日目は終わりました。
　２日目は中心地である国際通りと公設市場を散策、
その後高校生の発表会が行われました。沖縄尚学は
貧困問題、ＬＲＴ（路面電車）、町もどし、ハンセン病
について、樟南高校は知覧特攻平和基地、鹿児島県
の紹介、鹿児島弁やおもしろＣＭをクイズ形式で紹
介しました。両校の取り組みには感動しましたが、
沖縄の新鮮なテーマと足を運んで調べた内容に、よ
り感動を覚えました。発表会の後は空手やダンス（尚
学）、おはら節（樟南）なども披露され盛り上がりま
した。最終日は観光をして鹿児島に戻りました。
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　過去の高校生交流参加者がローターアクターとな
り今回参加してくれたことを知り、本坊さんをはじ
めとするロータリアンの尽力が実を結んでいること
を実感しました。続けることの大切さ、信頼関係は
積み重ねることで生まれるということを改めて感じ、
高校生と共に私も学んだ旅でした。

■松元　まや
　沖縄尚学高校からもたくさんの生
徒さんが出迎えてくれて到着早々暖
かいムードでスタートしました。お
天気も良く、夏のような日差しでし
た。まずは那覇西RC例会へ出席し、
交流を深めました。それから尚学高
校生のガイドで「白梅学徒の足跡を
たどるフィールドワーク」に参加しました。平和を
願う学生たちの気持ちが強く伝わりました。夜は学
生とロータリーと別れてそれぞれ歓迎交流会で盛り
上がりました。
　二日目はまた沖尚の生徒さんたちのガイドで「街
ぐゎー（小さいお店の集合）巡り」をしました。市
場やお土産など楽しい雰囲気でした。私と加島夫妻
は高校生について行って流行りのタピオカドリンク
を飲みました。それから嘉数台公園を見学。ここは
沖縄戦の激戦地でトーチカ（ロシア語で「拠点」敵
の攻撃を防御する陣地）や慰霊碑が点在しています。
公園の展望台から那覇市を一望でき、普天間基地の
オスプレイも見えました。その後各学校の発表があ
り、樟南高校からはクイズを交えながら鹿児島の文

化などについて、沖縄尚学高校は沖縄の渋滞の現状
と貧困について発表がありました。沖縄は所得が最
下位とのことで、貧困には４つの貧困があるという
ことで他人事には思えない内容でした。最後に沖縄
尚学が必須科目としている空手の実技やダンスを披
露、鹿児島からは石塚夫人を先生におはら節を全員
で踊り楽しいひと時が過ごせました。
　この日の夜は中央ロータリーのメンバーのみで夕
食。池畠会長を中心に大変盛り上がり、会長夫人か
ら池畠会長の知られざる素顔について教えてもらっ
て、改めて池畠会長の人間の大きさを感じたところ
でした。三日目は古宇利島という島へ約２Kmの橋を
徒歩で渡って行きました。エメラルドブルーの海と
青い空がとても美しく気持ちがよかったです。最後
は美ら海水族館を見学して空港へ向
かいました。昨年鹿児島に来てくれ
た生徒さんが声をかけてくれたり、
３年前に参加した沖縄の学生さんも
参加してくれて皆さんの成長を感じ
られ、この３日間を通して改めて素
晴らしい交流事業だと思いました。
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会員卓話＝石塚　俊雄君「米山記念奨学会について」

次 回 例 会　平成30年11月26日（月）

●丸元　貞夫君／結婚祝、有難う御座居ました。11月３日
で54周年になります。永く続いたものですね。二人共、元
気です。これからも頑張ります。又、11月８日は、子会社
旭鉄工㈱の「フユゴ祭」を行いまして、松原神社の岩切様
に大変御世話になりました。
●青﨑　彰君／本日のRTは、情報委員会担当です。ごは
んのじかんにて行います。領収書もたくさん預かっていま
す。宜しくお願いします。
●是枝　良実君／結婚記念祝いありがとうございます。今
年で36年になりました。記念日は美山の陶器祭りに行って
きました。窯元めぐりで汗を流し、記念にお湯割り用の大
振りの湯飲みを買ってきました。帰りは立ち食いそばで食
事を済ませ、とってもヘルシーで安上がりな一日でした。
●久積　圭三君／昨日、素晴らしい秋晴れの日曜日に「石
塚ツーリングクラブ」は、石塚隊長以下、宮脇副隊長、川

路スピード担当幹事、久積に外部の方を加えて総勢６台で、
霧島～えびの方面に出掛けて参りました。照国神社前に集
合し、ハイテクのこのご時世にも関わらずナビも通信イン
カムも使わずに、道中では石塚隊長の「方位磁石」を頼り
に山中の林道を進むという事態に、一時は「集団遭難」も
覚悟しましたが、なんとか無事に一般道に出て、矢岳高原
（やたけこうげん）展望台から観た加久藤（かくとう）カ
ルデラに広がる秋の風景や、遠く霧島連山の紅葉した山々
は絶景で、とても素晴らしいものでした。更に素晴らしかっ
たのは石塚隊長のライディングスタイルです。威風堂々と
された姿勢と鍛えられた技術で、ワインディングロードも
砂利道も、高速道路も颯爽とこなされるお姿には畏敬の念
すらおぼえるほどでした。本当に気持ちの良い休日でした。
一人でも多くの方にこの体験をして頂きたいと思っており
ます。初心者の方には、懇切丁寧で定評のある「玉里自動
車学校」をご紹介しますので、ご一緒される方が増えるこ
とを期待し、スマイルいたします。以上です。

11月12日のスマイル  小計 12,000円　2018～2019年度　累計 331,427円
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：副会長　坂元　直人君
結婚記念日お祝い：丸元貞夫君（３日）　是枝良実君（３日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　｠①週報　②ロータリーの友　11月号
２）年次総会一ヶ月前になりましたので、クラブ細則第３条第
１節の規定により理事役員の指名を求めます。よろしくお願
い致します。
３）来年１月28日（月）の職業奉仕賞授賞式について、候補者
推薦用紙をFAXしております。適格者がおられましたらご記
入の上、11月末日までに事務局までFAXにてご連絡くださ
い。
４）本日ＲＴ開催　18：30～　ごはんのじかん
　　担当：ロータリー情報委員会

５）次週11/19（月）は職場訪問例会　セイカ食品㈱日置工場
【アイスクリーム工場見学】です。参加者は11：30に伊集院
インター降りてすぐのダイレックス駐車場にお集り下さい。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：高校生交流　報告　
　　　松元　まや君・加島　繁君・本坊　修君

第1917回例会
前々回（10月29日）の補正
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