プロジェクトを継げて オンリーワンクラブを創ろう

平成31年１月10日

週報 No.1896

第1923回例会

2018～2019年度 国際ロータリー会長

バリー・ラシン

●会 長 池畠 泰光 ●副会長 坂元 直人 ●幹 事 加島 繁 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）
四つのテスト

言行はこれに照らしてから

本 日 の
プログラム

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

１月 職業奉仕月間

新春合同例会

会 長 の 時 間

池畠

泰光

中央ロータリークラブ平成年号
の最後の例会となりました。
昨 夜 は「西 郷 ど ん」最 終 回 第47
回目の放送がありましたが如何
だったでしょうか？鹿児島県民の
「心がひとつ」になった瞬間ではな
かったかと思うくらい、祖国を思
い、生まれた故郷や家族を思う「情
熱」と「闘志」には、胸を打つ感動がありました。
西郷さんと大久保さんの生き方や考え方は違っては
いたが「運命は自ら招き、境遇は自ら造る」と云う
心境でした。世の為、人の為に出来る事を行う！ロー
タリー活動を通じての「社会奉仕」こそがロータリー
の精神そのものではないでしょうか。「敬天愛人」と
云う偉大なる名言は「己を尊び、人に及ぼす」と云う。
真に先人達が生き抜いて来た人生その物の言葉なの
ではないかと思いました。

会 員 卓 話＝「新入会員自己紹介」
■坂元 次郎
私は鹿児島県の国分出身で昭和
48年生まれの45歳です。高校まで
鹿児島で大学からは福岡で仕事も
福 岡 で 長 年 勤 務 し て お り ま し た。
約25年福岡にいましたので妻も福
岡出身、二人の子供も福岡で育っ
ているので家では私以外は全員博
多弁です。自宅は福岡市東区にありまして30歳の時
に一戸建てを建てました。
まさか出身地に仕事で帰ってこれるとは本当つい
半年前までは全く想像しておりませんでした。趣味
はスポーツでサッカー、野球、ゴルフ。学生時代はサッ
カー部に所属しており小学生から大学生の途中まで
やっておりました。
初めての単身赴任となり子供と会えないのは少し
寂しいですが今までも仕事は夜遅く土、日仕事でほ
とんど家にいなかったので転勤になったと子供に伝
えた時は寂しがる様子もなく大変悲しくなりました。
仕事の話をさせていただきますと積水ハウスは戸
建、賃貸、マンション、不動産、リフォーム都市開発、
分譲、海外事業など様々な事業をやっておりますが
私は一途に戸建事業の営業をしてきました。私は住
宅の営業の仕事が好きです。多くの人にとって一生
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

❸ 好意と友情を深めるか

事務局

❹ みんなのためになるかどうか

前回例会出席率

75.00%

今日は上期を振り返ってと云う事で発表がありま
す が 前 青﨑年 度 の 最 終 日 ６ 月25日（月）に は あ の
チャーターメンバーだった久米田喜三郎さんの告別
式の日でしたので青﨑前会
長の最終例会には出席でき
ずに告別式の方に参加しま
した。そして今週12日、上
期 最 終 日 目 前 に42年 前 の
チャーターメンバーで６代
目会長も務められた沖野秀
一郎先生がお亡くなりにな
りました。本当に残念でな
りません。心より御冥福を
お祈り申し上げたいと思い
ます。半年を振り返っても
ナンテン
色々とありました。波乱万
【花言葉】
丈の上半期でした事など
私の愛は増すばかり・良
を、後で報告を致します。
い家庭

に一度の高価な買い物なので夢を売る仕事に魅力を
感じています。普通ではお会い出来ないであろう経
済人、会社経営者、公務員、自営業者、スポーツ選
手等色々な職種の方から家を建てて頂きました。
最近では人手不足という建設業界には大変深刻な
問題も抱えております。併せて自然災害も日本全体
で起こっており、私の同僚も未だ復興途中の東北や
熊本に支援に行っております。
住宅は最近はどんどん進化しており政府が推進す
るネット・ゼロ・エネルギーハウスも当たり前にな
り10年以上前では考えられなかった太陽電池、燃料
電池、蓄電地、EVの4電池搭載のスマートハウスが
主流となってきました。
私も福岡で九州初のスマートタウン照葉アイラン
ドシティという街作りを2005年９月より販売計画に
携わってきました。
久しぶりに帰ってきた鹿児島では今後色々な所で
再開発が進んでいくと聞いております。
出身地で仕事をする機会を頂きましたので微力で
はありますが少しでも故郷に貢献出来ればと思って
おります。
最後になりますが転勤していなければ中央ロータ
リーの方々にもお会いする事やお話する機会もな
かったと思うので先輩方に多くの事を学び少しでも
皆さんのお役に立てれればと思っております。

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

会 長 ・幹事

■幹事 加島 繁
７月から幹事をなかば勢いのような形で
お引き受けしたところ、事務局、国際ロー
タリーからの連絡に返事や答えを出すのに
追われるスタートとなり、改めて大役をお
引き受けしたことを実感しました。
まず、最初の取り組みはセ釜山ＲＣの離
就任式でした。はじめての釜山、ソウルで
私のイメージよりも大都会であり釜山は大
阪、ソウルは東京といった印象でした。セ釜山ＲＣの皆様の細や
かなおもてなしに感激いたしました。
次は会津若松西ＲＣとのテレビ合同例会でした。過去何回か行
われていたのでさほど難しくないのではと思っていましたが、山
形屋社交室からの中継が結構複雑で、会津若松のＮＴＴ東日本の
佐藤さんとＮＴＴ西日本の榊原支店長など多くの方々にお世話に
なり、急きょカメラマンを導入したりして何とか本番に間に合い
ました。
10月に入ると那覇西ＲＣと高校生交流に参加し、本坊会員のご
尽力の下、那覇西ＲＣのご協力と生徒たちの積極的な活動にふれ、
16年間の長い交流が確実に実を結んでいるのだという思いを強く
感じた沖縄高校生交流でした。
その後セイカ食品への職場訪問も無事終わり、今年を締めくく
る最大の行事であるクリスマス家族会へと進んで行きました。
年明けには１月18日から２泊３日のセ釜山ＲＣ創立記念式典、
２月24日大イベントとなる「ＩＭ」から変わった「ロータリーデ―」
が行われます。
中央ロータリーがリーダーとして関わっていますので皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。
幹事として皆様のご協力と助言をいただきながら、上半期をな
んとか務めてこられました。
あと半年、池畠会長のリーダーシップに一生懸命付いて参りま
すので温かい気持ちで見守ってくださいますようお願い申し上げ
ます。

上期を終えて

■会長 池畠 泰光
7/2 会長・幹事 バッジ交代式
第2730地区モットー「プラスワンの考動を！」を掲げて、我
が中央ＲＣでは「プロジェクトを継げて オンリーワンクラブ
を創ろう」をテーマとする。
7/5 セ釜山ＲＣ離就任式に15名で参加。大歓迎の中、盛況に執り
行われた。
8/26 RLIパートⅠ 加島幹事・坂元副会長と共に参加
10/13-14 地区大会
10/15 ガバナー公式訪問
10/26-28 高校生交流（沖縄）
ロータリー会員15名、樟南高校より５名参加
沖縄尚学高校の取り組みについて
・白梅女子学徒隊の足跡を追うフィールドワークを体験し、平
和を願う高校生と沖縄県民への思いを更に強くした。
・ハンセン病と向き合ったり、町づくりの活動には目を見張る
ものがあった。
11/19 職場訪問例会 歴史ある鹿児島の菓子問屋「セイカ食品」
を見学
11/25 RLIパートⅡ 参加（RLI終了）
12/1 グランセレッソにて忘年家族会
約60名の参加者は豪華景品とビンゴゲームに大盛り上がり。
コース料理にも舌鼓。
12/11 市内ＲＣ会長幹事会
ロータリーデーについて計画、立案、そして行動へと着々と
進み、全員一丸となり燃える。
12/12 沖野秀一郎元会員 ご逝去（満92歳）

●田中 和俊君／本日はセキスイハウスの坂元次郎君の自己紹介
があります。国分出身の地元出身の支店長でいらっしゃいますので、
皆さんよろしくお願いいたします。
●池脇 剛君／今年１年ロータリーの皆様にはステキな時間を共
にすごさせていただき感謝致します。個人的にもゴルフのスコア
以外は楽しくすごせた１年でした。来年も皆様よろしくお願い致
します。
●新納 薫君／上期の出席率向上にご協力頂きありがとうござい
ました。下期出席率向上のご協力並びに上期のご協力に感謝して
スマイルします。
●是枝 良実君／２回連続欠席してすみません。昨日は国分であっ
た入来さん達の“クリスマス・リサイタル”に行ってきました。
ピアノとフルートに加えてバレエの演出もあり、家内共々とても
楽しんできましたので、スマイルします。
●田實 大志朗君／結婚記念を祝っていただいてありがとうござ
います。女房がビックリしていました。
●親睦委員会／皆さま、2018年、お疲れ様でございました。本日
は「スマイルデー」ですので、感謝の気持ちを込め、スマイルい
たします。良いお年を！！丸元、竹田、髙栁、坂元、小福田、福山、吉田、
宮脇、青﨑、橋元、高岡、中間、竹添。
●交流委員会／先日のラウンドテーブルのスマイル。尾辻、川畑、
橋元、池畠、加島、川路、松元。

●池畠 泰光君／ 2018年度上期も無事に終わろうとしていますが
2019年度にはセ釜山RC40周年記念事業があります。２月にはロー
タリーデーのビックイベントを控えています。ホストクラブとし
て成功に向けて一丸となって取り組んで参ります。夏ごろには、
会津若松西RCとの交流会も開催されます。特筆すべきは、地区補
助金を生かした事業も計画をしております。残されたクラブ運営
に微力ながら務めさせて頂きます。来年も宜しくお願い申し上げ
ます。気張もんでナァー
●加島 繁君／ MBCシニアゴルフも20回目を迎え無事終わり、正
月放映予定です。中央ロータリーもほとんどの方が出場可能です
のでぜひ来年チャレンジして下さい。
●海江田 順三郎君／小学校、旧制中学、そしてロータリーでも
先輩であられた沖野会員のご逝去に、謹んで哀悼の意を表します。
●椨 茂吉君／ロータリー米山記念奨学会の勉強会があり東京へ
行って参りました。此の封筒を田實会員に渡されましたのでスマ
イルします。後は何もありません。
●里 良男君／今年は、南林寺のビル建築や光山の団地開発など
忙しい１年でした。特に問題もなくほっとしています。何もなかっ
たことに感謝し、スマイルします。
●川畑 英樹君／今年は何もなかった事が良い事だと思ってスマ
イルします。

12月17日のスマイル 小計 69,616円 2018～2019年度 累計 475.413円

第 １９２２回例会記録

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 池畠 泰光君
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 ①週報 ②新入会員会員名簿シール
２）鹿児島乳児院訪問について 12/22（土） 15：00 ～
３）12/23（日） RCC例会 11：00 ～中央公園
指名出席者→平山・小福田・髙栁各会員
４）鹿児島ユネスコ協会より「書き損じハガキ・キャンペーン
2019」ご協力のお願い
投函していないハガキ（書き損じハガキ、未使用ハガキ）、
未使用切手、金券などがございましたら、事務局にお渡し下
さい。発展途上国の教育現場を支える資金となります。2月末 12
まで回収可能ですので、よろしくお願い致します。
17
４）今後の例会予定
・12/24（月）・31（月） 休会 ※本日が今年最後の例会です。
・1/7（月）の例会は、1/10（木）新春合同例会に振替となります。
場所：サンロイヤルホテル 12：30 ～
お間違えのないよう、ご参加ください。

・1/21（月） クラブ協議会「上期報告と下期計画」
・1/28（月）㈱丸和工業 月野 和男氏 職業奉仕賞授与式
５）事務局休暇
12月28日（金）～１月６日（日）です。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：国際奉仕委員長 橋元 隆君
セ釜山ＲＣ 周年記念式典 参加者へ連絡
卓話：会員卓話＝「新入会員 自己紹介」 坂元 次郎君
「会長・幹事 上期を終えて」
池畠 泰光君・加島 繁君

月

次 回 例 会

平成31年１月21日（月）

日（ 月 ）

クラブ協議会
上期報告・下期計画
出席報告
第1922回例会
前々回（12月３日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
36名
37名

出席率
75.00%
75.51%

