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第1929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

ロータリデー報告＝社会奉仕委員長 前迫 実君
ゲスト卓話＝米山奨学生 モス・アミナ・サリナ様
会員卓話＝小福田 博君
「鹿児島マラソンに参加して」

池畠

泰光

２月もいよいよ今週で終わり、春
が近づいて来ております。
３月３日は鹿児島マラソンが開催さ
れ、３月17日にはセ釜山ロータリー
クラブが来鹿、３月23日は観桜会も
計 画 さ れ て い ま す。「１ 月 は 行 く、
２月は逃げる、３月は去る」と言いますが、月日が
過ぎて行くのは「光陰矢の如し」と云う格言がある
様に二度と戻ってこない日常を大切に過ごして行き
たいものと思います。
さて、先日はロータリーデーが開催され、鹿児島
市内10クラブの紹介パネルが掲示されました。御覧
になっていない方は３月３日まで未来館に飾ってあ

情報集会報告
■情報集会１班
坂元 次郎
２月８日１班の情報集会交換会の
発表をさせていただきます。グラン
セレッソ様にて開催し、出席は池畠
会長、海江田パストガバナー、竹添
会員、原田会員、竹田会員、濵上会員、
坂元の7名で行いました。テーマは
昨日かごしま環境未来館にて開催さ
れたロータリーデーについて、過去の話などを池畠
会長を中心にして頂きました。昨日実際にロータリー
デーに参加させていただき、ロータリーの日頃の活
動を市民に知ってもらうよい機会になったと感じま
した。各ロータリークラブの活動の特徴が分かるパ
ネルが掲示されており、私自身も大変勉強になりま
した。またワークショップやもちつきなどのイベン
トにはお子様もたくさん参加されており、お子様に
もいい思い出になったと思います。
地球環境・地球温暖化の迫田先生のご講話は、地
球環境の現状を認識することで、家庭や職場で地球
環境問題をたえず意識していくことが大事だと理解
できましたし、我々企業としても温暖化防止、生態
系保全、資源循環という大きな枠組を維持し、持続
可能な世界を実現するための取組みを行っていきま
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

３月 水と衛生月間

前回例会出席率

72.22%

りますのでどうぞ見に出掛けて下さい。昼からはカ
レーや豚汁の振る舞いや餅つき大会を行ない、つき
立て餅を振る舞いました。ワークショップには500人
以上の子供や大人が集い、にぎやかに開催されまし
た。今回のメインテーマである環境問題について「地
球環境・地域温暖化」の講演会に100名程が集まり迫
田修氏による世界の環境変化についての生々しい
DVD紹介などがあり、考えさせられました。ロータ
リークラブで今後、社会奉仕国際奉仕活動を通して
どの様に関わって行くかを考え、ロータリーデーの
成果として行きたいと思います。夜行われた交流会
も約90名の方が参加されて、10クラブ合同で「わき
あいあい」と過ごす事が出来て良かったと思います。
これを機に「オール鹿児島RC」、絆を深めてロータ
リー活動に尽力して行きたいと思います。
す。最後になりますが、このイベントを開催にあた
り準備頂いた池畠会長を中心にしました実行委員の
皆様に感謝と敬意を表します。
■情報集会３班
髙栁 大輔
３班の情報集会（加島幹事オブザー
バー、宮脇・石塚・里・重久・中間・川路・
池脇・髙栁の９名参加）では、来る
「ロータリーデー」の決意を固める有
意義な会議となりました。当日は池
畠会長が声高々にカレーのご案内を
している姿を始め、先輩の方々が引っ
張って下さる姿に感銘を受けました。そして、同じ
設営メンバーの尾辻先輩は色々と動かれているのに
自分は何もできず、歯がゆい思いをしたので、この
経験を次回には活かして行きたいと思っております。
また、
「中央ロータリー」を紹介するポスターに「会
員からの一言」というコーナーがありました。諸先
輩から「出会いからすべて始まる。大いに語り、笑い、
皆で楽しもう」とのお言葉がありました。ロータリー
の原点はこれだ！と気付かされた次第であります。
今回のロータリーデーは大成功であったと思いま
す。今後もロータリアンの一員であることに誇りを
持って邁進していく所存でございます。
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■情報集会４班
丸山 健太郎
字数が限られますので、ワークシッ
プで感じたことを報告します。リサ
イクルを軸にしたワークシップは次
の世代を担う子どもたちの意識を育
むという点で、非常に良かったし、
案内した子どもたちも、「全部やって
みたい」と目を輝かせていました。
「ダ
ンボールハウス」「おもちゃのかえっこ」など４団体
は、日頃から環境やリサイクル系のイベントに参加
しており、環境未来館でもおなじみだそうです。ど
の団体も手慣れていて、子どもたちの楽しませ方も
よく知っておられました。また、いつも活動していて、
一定の認知度があり、リピーターを抱えている団体
に参加してもらったという企画力、プロデュース力
は素晴らしかったと思います。

機会とするべきではないか」
「このイベントを近隣小学校や地域の方々だけでな
く、より広範囲に広報するべきか」
逆に「『活動は余り目立たずに』という精神との兼
ね合いで如何に消化すれば良いのか」などの意見が
出されましたが、最終的には「やると決まったから
には兎に角やり遂げる」という意見で集約されまし
た。
昨日のロータリーデーに関しましては、各クラブ
の方々のご協力の下、池畠会長の大きな号令に従い
ながら、準備期間が短かったハンデを全く感じさせ
ることなく、役割分担も良くスムーズに運営されて
いたと感じました。
参加された会員の皆様、本当にお疲れ様でした。

■情報集会６班
久積 圭三
情報集会第６班、ご報告いたしま
す。
昨日のロータリーデー、お疲れ様
でした。成功裏に終了したことに喜
びを申し上げます。私たち第６班は
２月14日ごはんの時間で情報集会を
開催し、ロータリーデー開催の意義
やその背景、当日会場で果たす役割などについて会
員相互で意見交換を致しました。
その中では、
「世間の方々に私たちの活動を広く知って貰う良い

情報集会

新入会員

豚汁、更につきたてのきなこ、あんこ餅は大好評だった。
池畠夫人、御子息始め、城山ストアー社員の方々のロータ
リアンと一体となる献身的な御支援はロータリー精神の真
髄を身をもって体現されたものである。只々感謝!!
●情報集会１班／ 2/8情報集会をグランセレッソ様にて開
催し池畠会長、海江田会員、竹添会員、原田会員、濵上会員、
坂元計７名で行いました。池畠会長を中心に過去のロータ
リーの活動のお話を聞き大変参考になりました。
●情報集会３班／３班出席メンバー加島幹事、宮脇、石塚、
里、重久、中間、川路、池脇、髙栁９名でした。ロータリーデー
に向けて決意を固められる活気ある打ち合わせができまし
た。
●情報集会６班／２月14日、第６班情報連絡会を「ごはん
の時間」で開催しました。椨、本村、丸山、平山、稲留、松元、
星原、久積です。当日がたまたまその日でしたので、お気
遣いを頂き、平山・松元両会員から嬉しいチョコレートを
頂きました。お礼も込めてスマイルします。

●池畠 泰光君／先日の鹿児島市環境未来館に於いて2730
地区の主催で開催されたロータリーデーは人々がさけて
は通れない大切な事と認識して、地球温暖化と地球環境を
テーマに取り上げました。入場者は元より市内10クラブが
一丸となり各クラブの活動等を掲載し、とても良かったと
思います。これからもロータリアンの活動が益々市民に広
がって行ける様に「オール鹿児島」で盛り上げて行ければ
と考えます。皆さん、ロータリークラブをインスピレーショ
ンになろうで深めて行こうではありませんか。
●海江田 順三郎君／昨日のロータリーデーは予想以上の
成功を収められました。会長始め実行委員会や参加会員の
ご協力に感謝申し上げます。
●石塚 俊雄君／昨日の環境未来館でのロータリーデー、
市内10クラブ勢揃い。主導せる我クラブ各会員は、夫々に
役割を果し大盛況裡に終了。来館者に振舞われたカレー、

２月25日のスマイル 小計 28,424円 2018～2019年度 累計 603,468円

第１９２８回例会記録
２

月 日
（月）

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：会長 池畠 泰光君
入会式：村上 剛（むらかみ たけし）君
⑴ 推薦者の言葉＝是枝 良実君
⑵ 会長よりバッジ贈呈
⑶ 新入会員挨拶＝勤務先：共栄火災海上保険㈱ 南九州支店 支店長
職業分類：保険
所属委員会：親睦
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 2/20（水）と本日の週報
２）えびのロータリークラブ創立 50 周年並びにえびのローターアクトク
ラブ再結成 5 周年記念式典及び祝賀会のご案内
日 時：2019 年 4 月 20 日（土）14：00 ～
於 ：えびの市文化センター大ホール
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。
３）2019-20 年度版 ロータリー手帳が必要な方は、事務局までお申し出
ください。5 月下旬にお渡しします。

バッジ授与式

25

４）本日例会終了後 学習会 社交室にて 13：30 ～
５）次週 3/4 例会プログラム
・ロータリーデー報告 社会奉仕委員長 前迫 実君
・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＝小福田 博君 「鹿児島マラソンに参加して」
例会終了後 定例理事会 開聞にて
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：情報集会報告 1 ～ 6 班「ロータリーデーに参加して」

次 回 例 会

平成31年３月14日（木）

鹿児島東RC合同例会 18：30～ サンデイズイン鹿児島
出席報告
第1928回例会
前々回（２月４日）の補正

会員数
56名
55名

出席数
39名
48名

出席率
72.22%
94.12%

