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第1926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）

本 日 の
プログラム

国際奉仕フォーラム セ釜山創立 40 周年・姉妹盟約 35 周年記念式典参加報告
年男年頭所感 肥田木 康正君
池畠

泰光

１月もいよいよ最終週となりまし
た。２月立春は何と云っても節分が
春の訪れと共に季節を分ける日とさ
れています。春は立春、夏は立夏、
秋は立秋、冬は立冬と呼ばれていま
す。
さて、先日の１月26日（土）全豪オープンテニス
で大坂なおみ選手が日本人初・アジア勢初となる世
界ランキング１位となりました事は皆さんご存知か
と思います。１セット７対６、最終セット６対４で
優勝された訳ですが、２セットを終えた時点では誰
もがクビトバがこのまま勝つと予想したそうです。

職業奉仕賞授与式
■㈱丸和工業 月野 和男
この様な所で話をするのは初めて
であります。少しあがっております
が、よろしくお願い致します。
先般会長より私が鹿児島中央RC
の職業奉仕賞の栄誉をたまわる事に
なったのを伝えられましたが、身に余ることで大変
恐縮しております。75才にして現役で働いている事
等が対象となったと思われますが只単に若い頃から
一貫して自分の仕事をしていただけで、別に特別な
事をして来た訳でもございません。
私は機械科系の学校を卒業し、アイシン高丘工業に
入社し、設備関係の設計、設備保全の仕事をしてお
りました。
私の妻の両親の面倒を見る為にアイシン高丘工業
の仕事を辞めて、鹿児島に帰って参りました。しか
しながら鹿児島で職を見つけようとしましたが、私
の経験を生かせる会社はありませんでした。その後
２～３ヶ所工場を点々としておりました所、当時勤
めていた会社と取引のあった㈱丸和工業にお世話に
なる事になりました。ここなら、自分がアイシン高
丘工業で培った経験を生かせると思ったからです。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

平和と紛争予防／

２月 紛争解決月間

前回例会出席率

76.47%

しかし、精神面を立て直して、コントロールした成
果が表れて切り替えに成功したと云われています。
どんなスポーツでもそうですが、事業に於いても
心が先であると良いと云われます。心・技・体をもっ
て世の為、人の為に尽くす事の大切さを大坂なおみ
選手のテニスプレーを通して感じる事でした。
あの大観衆の中でたった１人で耐え忍んで勝ち
取った世界一はスゴイと驚くばかりです。大坂なお
み選手に歓喜のエールと祝福を送りたいと思います。
さてロータリーでは職業を通じて社会に貢献され
た方に贈る職業奉仕賞を本日、贈呈を致します。月
野和男様に贈る事になっています。皆さんよろしく
お願い致します。

以来35年単に自分の職責、これは設計、製図、施
工管理。更に小さな企業ですので顧客との折衝等も
あり、毎日、連日忙しく、働いております。
当 社 は、機 械 製 缶 と 申 し ま し て、鉄 骨 造 船 と は
ちょっとスタンスが違っております。職人技が求め
られ、特に溶接等は最も大切な仕事となります。
若い人達に仕事の面白さを教え、技術を高めてい
く事に、私なりに色々と努力して参りました。会長
の言葉に、機械や建物に投資するよりも、人材に投
資する事が最も大事な事であると、私も全く共鳴し
ており、現場で働いているうちに75才になってしまっ
たと言う事です。
70才で退職を会長に相談した事もありましたが、
元気なら75才迄頑張ってもらいたいと言われて、健
康面では毎日散歩を40分位、又ビワの手入れ、収穫
等行いながら、今日に至っております。
労働者不足と言われておりますが、経験豊かな年
輩者が、社会で活躍出来る時代だと思います。
今後とも健康に留意し若者達と交わって、仕事や
趣味に楽しみを見い出して行きたいと思っておりま
す。
今回、この様な身に余る表彰をして戴き、心から
うれしく思い、又、感謝しております。
本日は、本当に有難うございます。
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掲載されました。佐潟社長に感謝。又、CMにつきま
しては、ライコーの加島社長に御世話になりました。
●本坊 修君／①あらわざ桜島のコマーシャルに５
月頃から大迫選手が登場致しますので、宜しくお願
い致します。②濵上様、栫様、軸屋様入会おめでとう
ございます。楽しいロータリー活動を御満喫下さい。
●竹添 寛君／濵上さん本日入会ありがとうござい
ます。心から歓迎します。又本日はベストフレンド
として栫さん軸屋さん来会ありがとうございます。
来月からの入会をお待ちしております。
●宇都 和治君／「能あるタカは爪を隠す」、隠し続
けて38年！平成も終わります爪をソロソロはごうと
正月決意！見事才能を開花させました。来る１月６
日日曜日ゴールデンパームIN16番池越え見事ホール
インワン達成！万歳！お祝いにスマイル致します。
●高岡 和也君／月野様、本日は鹿児島中央ロータ
リークラブの例会にお越し頂きありがとうございま
す。歓迎いたします。ならびに職業奉仕賞おめでと
うございます。推薦者の石塚会員にも感謝申し上げ
ます。ご自分の職務を一筋に、長年、誠実に全うさ
れてこられた賜物だと思います。本日の卓話楽しみ
にしております。

●池畠 泰光君／①本日は新入会員として鹿児島中
央ロータリークラブへお越し頂き誠にありがとうご
ざいました。又、ベストフレンドの㈱共栄の栫さん
の２月からの入会も心より歓迎申し上げます。軸屋
酒造の四代目蔵元軸屋麻衣子様、本日はようこそベ
ストフレンドにお越し下さりありがとうございます。
ご紹介者の竹添さん、ご尽力ありがとうございます。
②この度「日本スーパーマーケット協会主催」によ
る2019年お弁当・お惣菜大賞2019に於いてスーパー
マーケットやコンビニエンスストアー専門店等で実
際に販売されている数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・
丼ぶり・ベーカリー等の中から「53,285件」のエント
リーがあり、お弁当部門6,500個がノミネートされま
した。その中から城山ストアー開発、鹿児島大学監
修の「さつま黒膳弁当」が優秀賞を受賞する運びと
なりました。私は何もしていませんが、弊社で日夜
を問わず励んでいる従業員さんと愚妻のお陰と感謝
致しております。ありがとうございます。
●丸元 貞夫君／先週末、25、26の２日間、弊社「も
のづくり相談会」をオロシティ会館にて開催、成功
裏に終了しました。その記事が26日の南日本新聞に

第１９２５回例会記録
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ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：職業奉仕賞受賞者＝㈱丸和工業 月野 和男様
ベストフレンド＝㈱共栄 専務取締役 栫 浩多郎様
軸屋酒造㈱ 代表取締役社長 軸屋麻衣子様
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 池畠 泰光君
入会式：濵上 直軌君
⑴推薦者の言葉＝竹添 寛君
⑵会長よりバッジ贈呈
⑶新入会員挨拶＝勤務先：新輝開発工業㈱ 営業部長
職業分類：地業工事
所属委員会：親睦
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 週報のみ
２）3クラブ（鹿児島・鹿児島西・鹿児島中央RC）合同例会・懇
親会のご案内（1/22fax済）
日 程：平成31年2月20日（水）18：30～20：30
場 所：山形屋食堂
懇親会：2,000円 ※例会のみ参加の方は無料です。
３）2730ジャパンカレントロータリーEクラブ創立５周年記念式
典及び祝賀会のご案内
日 程：平成31年6月23日（日）11：00～
会 場：メインホテル（都城市）
登録料：7,000円（同伴者：4,000円）
※参加される方は事務局までお知らせください。
４）2月12日（火）市内RC会長幹事会 18：30～ レンブラントホテル
出席者：池畠、加島
５）職業奉仕セミナーのご案内
日程：平成31年2月23日（土）13：30～15：30
会場：宝山ホール 無料
前米山親善大使／現ジブラルタ生命 営業所長 干 咏
（ウ エイ）様の講演です。

１月28日のスマイル 小計 22,000円 2018～2019年度 累計 539,413円

６）情報集会各班の日程について
１班 ２月８日（金） 18：30～ グランセレッソ きずな
２班 ２月６日（水） 18：30～ ごはんのじかん
３班 ２月13日（水） 18：30～ ごはんのじかん
４・６班 ２月14日（木） 18：30～ ごはんのじかん
※５班の世話人の方は日程と場所をなるべく早く事務局ま
でお知らせください。
７）本日ラウンドテーブル ごはんのじかん
担当：社会奉仕委員会
８）次週 ２／４（月）例会プログラム
・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 参加報告
・年男年頭所感 肥田木 康正君
・友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
・例会終了後 定例理事会開催 開聞にて
※本日席替えをしておりますので、名札の裏に座席番号を各自
ご記入ください。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：職業奉仕賞授与式
職業奉仕委員長挨拶
⇒高岡 和也君
受賞者紹介・推薦者の言葉
⇒石塚 俊雄君
表彰（記念品贈呈）
⇒会長 池畠 泰光君
受賞者挨拶
⇒月野 和男様

次 回 例 会

平成31年２月20日（水）

３クラブ合同例会（鹿児島・鹿児島西・鹿児島中央）
山形屋食堂 18：30～
出席報告
第1925回例会
前々回（１月10日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
39名
37名

出席率
76.47%
77.08%

