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池畠　泰光

■国際奉仕委員長　橋元　隆
　上期の報告としましては、７月
５日・６日、総勢14名でセ釜山RC
離就任式に参加いたしました。
【参加者順不同】（敬省略）
池島夫妻、椨夫妻、石塚夫妻、
川畑夫妻、坂元親子、加島、福田、
キム・ナムス（通訳）、橋元

　その折、１月のセ釜山RC40周年記念式典・両クラ
ブ盟約35周年記念式典には、少なくとも30名程の参
加を約束して帰って参りました。
　下期としましては、平成31年１月18日～20日セ釜
山RC40周年記念式典・両クラブ盟約35周年記念式典
訪問は総勢29名の参加となり歴代最高の参加人数で
した。
　参加して下さった皆様に、国際奉仕委員長として
感謝申し上げます。
【参加者順不同】（敬省略）
海江田、池畠夫妻、加島夫妻、椨夫妻、石塚夫妻、
川畑夫妻、橋元夫婦、肥田木家族３名、坂元家族
５名、岡部、竹添、川路、松元、高橋（事務局）、キム・
ナムス（通訳）、鶴田（通訳）、五反田（非会員）

式典内容に関しましては、２月４日の国際フォーラ
ムの時間で詳しく報告させていただきます。
　又、３月17～19日にセ釜山RCのメンバー 15名様が

研修を兼ねて来鹿されます。
　その際は是非、皆様のご協力をお願い申し上げま
す。

■職業奉仕委員長　高岡　和也
基本方針

　職業奉仕はロータリーの原点
であり、すべての奉仕の源泉で
もある。

事業計画
１． 例会時『職業宣言』を全員で

唱和し、職業倫理の理解と実
践に勤める

２．例会、ランドテーブル等を通して、会員相互
の職業に対する理解を深める機会を設ける。

３．職業奉仕月間に『職業奉仕賞』を授与する。
４．職業訪問例会を実施する。

上期報告
　11月９日に職業訪問例会を実施、セイカ食品㈱
日置工場のアイスクリーム工場を見学しました。
セイカ食品のアイスクリームの歴史と、殆どがオー
トメーションにて製造から物流まで行われている
最先端の工場を学ぶ機会となり刺激をうけた訪問
例会となりました。
　12月３日に職業奉仕フォーラムにて、会員相互
の職業に対する理解を深めるために、グループディ
スカッションを行いました。会員の詳しい仕事内
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平成31年１月28日　第1925回例会

１月 職業奉仕月間本 日 の
プログラム

前回例会出席率
82.35%

職業奉仕賞授与式
㈱丸和工業　月野　和男氏

　今年2019年も早20日も過ぎてお
りますがホームでの例会は今年最
初となりました。皆様におかれま
しては、年末年始は御多忙ではな
かったかと察しております。
　さて、１月18日～20日の３日間
に渡りまして橋元国際奉仕委員長
を団長に致しましたセ釜山RCの40
周年記年式典並び祝賀会に海江田
パストガバナーを始め、29名で出席をして参りまし
た。大歓迎と厚いおもてなしで会員並び御婦人、御
家族の方々ともとても感激されたのではないかと思
います。
　周年祭に先立ちまして、35周年姉妹盟約記念事業
として「スポンサーイベント」の一環として韓国脳
性麻痺福祉会館に当クラブが寄贈した50万円を讃え

てテープカットや障害者の方々より大変な歓迎を受
けました。館長さんを始め介護士の皆さんが大変喜
んでおられて嬉しくなり、胸が熱くなりました。中
央RCの会員の皆さん一人一人のお力添えがあったお
かげであります。
　式典の方は金（キム）会長の点鐘で開会されてロー
タリー目的の朗読、国歌斉唱、ロータリーソングを
唄ってから会長あいさつの後、40年・30年・５年の
皆参賞や奉仕大賞の授与な
どがありました。又、姉妹
締結35周年記念の功労賞で
は鹿児島中央RCより海江田
順三郎、椨茂吉、石塚俊雄、
川畑英樹各会員が受賞され
ました。出席されなかった
丸元貞夫、丸山修会員には、
改めて授与する形となりま
した。

容や業界の裏話など、普段では知れない話が聞く
ことができ、会員同士の理解が少しでも深まった
のではないかと思います。

下期計画
　今月1月は職業奉仕月間となります。
　来週1/28の例会時に職業奉仕賞授与式を予定し
ております。
　今回の受賞者は石塚会員より推薦いただきまし
た丸和工業の月野様になります。
　下期も引き続き、基本方針である職業奉仕はロー
タリーの原点であり、すべての奉仕の源泉である。
という理想の理解と普及に努めてまいります。



●池畠　泰光君／先日のセ釜山RC創立40周年記念と合わせ
て中央RC35周年の姉妹盟約記念事業も滞りなく終える事が
出来た事を心より嬉しく思います。一緒に連れて行った家
内も行く時は心弾ませて出掛けたのですが、式典が終わる
と同時に体調をくずしてしまい、途中退席を致しました。
その後も吐き気と腹痛がひどく夜中３時過ぎに救急病院に
ホテルのスタッフ３人がかりで運んで頂きました。その甲
斐があり、痛みも治まり２日目はホテルでゆっくり過ごす
事となりました。中央RCのひまわりの会の御婦人方を始め、
高橋さん川路さんにも多大なお世話をかけてしまいました。
何より嬉しかった事はセ釜山RCの金会長や会員の御婦人方
から労いの声を掛けて頂いた事が感動でした。ロータリー
は心ひとつ、入りて学びを肌で感じることが出来ました。
何よりも大切な好意と友情を深める事となりました。あり
がとうございました。
●海江田　順三郎君／①今回のセ釜山クラブ訪問で、川畑
ご夫妻並びに、川畑さんの社員金さんに、何かとお世話に
なり感謝いたします。尚、同行の皆さま、ご苦労様でした。
②当クラブのOB、今村勉氏から「ロータリーの友10月号」に、
会津若松西クラブとの盟約の発起人として、記事に掲載さ
れましたことを感謝しますと、ビックスマイルを預かりま
したので。
●肥田木　康正君／家族で韓国にうかがいました。セ釜山
会長から「息子さんは９割お母さん似でイケメンだ」とほ
めていただきました。ありがとうございます。３月はしっ
かりおもてなししたいと思います。
●橋元　隆君／セ釜山RC40周年記念式典・両クラブ盟約35

周年記念式典に訪問して参りました。総勢29名の参加とな
りました。参加していただいた会員の皆様に感謝を込めて
スマイルいたします。
●原田　正弘君／誕生日祝ありがとう。80才になりました。
人生最後の年代のような気がします。100才まではと思っ
ていますが私の勘は良く当たるので少し気になります。
●平山　勢津子君／皆様つつがなく新しい年をお迎えのこ
とと思います。長くお休みしてすみません。今年は少しず
つでも出席をふやしていこうと思っております。今年もよ
ろしくお願いいたします。
●坂元　直人君／セ釜山ロータリークラブ創立40周年、鹿
児島中央ロータリークラブとの姉妹盟約35周年記念式典に
家族５名を連れて、参加して来ました。会長、幹事お勤め
ご苦労様でした。会長・石塚さん・川畑さん・海江田さん・
椨さん、のど自慢大会で美声を聞かせて頂き、ありがとう
ございました。７月の離就任式典に向けて、私もカラオケ
練習をしておきます。うちの子ども達にとっても忘れられ
ない良い旅行になりました。ご同行下さった皆さんに感謝
申し上げ、スマイルさせて頂きます。
●高岡　和也君／誕生日お祝いありがとうございます。１
月２日で41歳になりました。本厄の年になりますので、健
康に気をつけて平穏無事に乗り切りたいと思います。早い
ものでロータリー歴は８年目になりましたが、まだまだ若
輩者ですので今後とも温かい目で見ていただけたら幸いで
す。
●福山　孝子君／お誕生日祝いありがとうございます。歳
にふれず、本年も元気良く過ごせるよう努力します。今年
もよろしくお願い致します。

１月21日のスマイル  小計 42,000円　2018～2019年度　累計 517,413円

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：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　池畠　泰光君
誕生日お祝い：原田　正弘君（２日）　高岡　和也君（２日）
　　　　　　　福山　孝子君（４日）　田實大志朗君（27日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①月信1月号　②ロータリーの友１月号
　　　　　　　　③新入会員候補者用紙　 ④1/10と本日の週報
２）配布しております新入会員候補者　
　・栫　浩多郎（かこい　こうたろう）様⇒株式会社共栄　専務取締役

　入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹事
までお申し出下さい。
　お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手続
きに入りますのでご了承ください。

３）情報集会開催について（1/8FAX案内済）
　期間：2月5日（火）～15日（金）

　1、2、4-6班の世話人の方は日時・場所が決まりましたら、
事務局へお知らせ下さい。

４）串良ロータリークラブ　創立50周年記念式典及び祝賀会のご案内
　日　時：平成31年4月13日（土）14：30～
　　於　：ホテルさつき苑（鹿屋市）
　登録料：10,000円（ご同伴者5,000円） 　

　4月4日（木）には親睦ゴルフ大会も開催されます。ご興味
のある方は事務局までお知らせください。

５）鹿児島北ロータリークラブ　創立30周年記念行事開催のご案内（３と同日）
　日　時：平成31年4月13日（土）18：00～
　　於　：レンブラントホテル鹿児島　

　登録料：10,000円（ご同伴者5,000円）
　※参加される方は、事務局までお知らせください。
６）韓国・大邱（テグ）市での「第20回RI囲碁大会」のご案内

　RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会主催で開催
されます。

　日　時：平成31年4月7日（土）9：00～16：00
　　於　：ロータリー囲碁同好会　韓国支部
　登録料：18,000円
　※ご興味のある方は事務局までお知らせください。
７）鹿児島西ＲＣ　1/30（水）の例会は職場訪問例会に変更と

なりました。
　山形屋　社交室前にてメーキャップ記帳受付（11：30～
12：30）致します。

８）次週　1/28（月）例会プログラム　
　・職業奉仕賞授与式　㈱丸和工業　月野　和男氏
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
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■国際奉仕委員長　橋元　隆
　上期の報告としましては、７月
５日・６日、総勢14名でセ釜山RC
離就任式に参加いたしました。
【参加者順不同】（敬省略）
池島夫妻、椨夫妻、石塚夫妻、
川畑夫妻、坂元親子、加島、福田、
キム・ナムス（通訳）、橋元

　その折、１月のセ釜山RC40周年記念式典・両クラ
ブ盟約35周年記念式典には、少なくとも30名程の参
加を約束して帰って参りました。
　下期としましては、平成31年１月18日～20日セ釜
山RC40周年記念式典・両クラブ盟約35周年記念式典
訪問は総勢29名の参加となり歴代最高の参加人数で
した。
　参加して下さった皆様に、国際奉仕委員長として
感謝申し上げます。
【参加者順不同】（敬省略）
海江田、池畠夫妻、加島夫妻、椨夫妻、石塚夫妻、
川畑夫妻、橋元夫婦、肥田木家族３名、坂元家族
５名、岡部、竹添、川路、松元、高橋（事務局）、キム・
ナムス（通訳）、鶴田（通訳）、五反田（非会員）

式典内容に関しましては、２月４日の国際フォーラ
ムの時間で詳しく報告させていただきます。
　又、３月17～19日にセ釜山RCのメンバー 15名様が

研修を兼ねて来鹿されます。
　その際は是非、皆様のご協力をお願い申し上げま
す。

■職業奉仕委員長　高岡　和也
基本方針

　職業奉仕はロータリーの原点
であり、すべての奉仕の源泉で
もある。

事業計画
１． 例会時『職業宣言』を全員で

唱和し、職業倫理の理解と実
践に勤める

２．例会、ランドテーブル等を通して、会員相互
の職業に対する理解を深める機会を設ける。

３．職業奉仕月間に『職業奉仕賞』を授与する。
４．職業訪問例会を実施する。

上期報告
　11月９日に職業訪問例会を実施、セイカ食品㈱
日置工場のアイスクリーム工場を見学しました。
セイカ食品のアイスクリームの歴史と、殆どがオー
トメーションにて製造から物流まで行われている
最先端の工場を学ぶ機会となり刺激をうけた訪問
例会となりました。
　12月３日に職業奉仕フォーラムにて、会員相互
の職業に対する理解を深めるために、グループディ
スカッションを行いました。会員の詳しい仕事内

第1924回例会
前々回（12月17日）の補正

54名
54名

42名
40名

82.35%
83.33%

出席報告 会員数 出席数 出席率

・国際奉仕フォーラム
セ釜山RC創立40周年・姉妹盟約35周年記念式典に参加して

・年男年頭所感　肥田木康正様

次 回 例 会　平成31年２月４日（月）

容や業界の裏話など、普段では知れない話が聞く
ことができ、会員同士の理解が少しでも深まった
のではないかと思います。

下期計画
　今月1月は職業奉仕月間となります。
　来週1/28の例会時に職業奉仕賞授与式を予定し
ております。
　今回の受賞者は石塚会員より推薦いただきまし
た丸和工業の月野様になります。
　下期も引き続き、基本方針である職業奉仕はロー
タリーの原点であり、すべての奉仕の源泉である。
という理想の理解と普及に努めてまいります。


