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第1933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

会員卓話＝新入会員自己紹介
栫 浩多郎君・村上
池畠

剛君
泰光

別れと出会いの３月と申しますが、いよ
いよ３月も残す所あと少しになりました。
桜のつぼみも少しづつほころび始めて３月
27日が満開ではないかと云われています。
先日の観桜会で「竹田親睦委員長が桜クイ
ズでサクラの日は27日と云っていました。
それはサクラ咲く（３×９＝）で27日だそ
うです」勉強になります。
先に申しましたが３月は別れの季節です。竹田さんはこ
の度、会社の都合で転勤されると云う事で今日が最後の例
会と聞いています。

ＰＥＴＳ報告
■会長エレクト 坂元 直人君
みなさん、こんにちは。３月23日土曜日、
24日日曜日にかけて、ＰＥＴＳに参加をし
て来ました。
場所は宮崎観光ホテル、研修時間は延べ
約７時間に渡り、これだけ長時間の講義を
聴くのは、弁護士になる前の修習生以来で
した。
元々が一方的に講義を聴くのはどちらかと言うと苦手な
方でして、大学受験も司法試験もほぼ独学に近く、今回の
研修は苦行に近いところがありましたが、ここにあります
ように無事、「修了証」を喜島次期ガバナーから直接交付
を受けて参りました。
そもそも、研修参加前は「ＰＥＴＳ」とは何ぞやという
レ ベ ル で し た が、「President Elect Training Seminar」の
略語であることを今回、初めて知りました。
「President」は一般的には大統領という意味に受け止め
ますが、英和辞典を調べますと、団体や組織の長を意味す
るとも書いてあり、なるほどとようやく理解ができた次第
です。
川原現ガバナーのご挨拶で、現国際ロータリーのバリー・
ラシン会長がよくマザー・テレサの名言を引用されるとい
うお話があり、その中で「世界を平和にしたいなら、先ず
自分の家族を大切にしなさい」という名言をご紹介された
のがとても印象的でした。
最も身近な存在である自分の家族を大切にできる人だけ
が、家族以外の第三者も大切にでき、何れ世界の平和にも
繋がるのだという言葉として理解を致しました。
次期の国際ロータリーの会長はアメリカのアラバマ州に
あるロータリークラブ所属の「マーク・ダニエル・マロー
ニー」という方ですが、この方は税法・遺産・農業法を専
門とする弁護士の方になります。
次期国際ロータリーの会長の挨拶文も読ませて頂きまし
たが、一番印象に残った部分をご紹介をさせて頂きたいと
思います。
「ロータリーの「礎」は『つながり』です。若い弁護士
としてシカゴにやって来たポール・ハリスがロータリーを
創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たちと
『つながる』ことでした。それから１世紀以上が経った今、
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

４月 母子の健康月間

前回例会出席率

70.91%

又、出会いと云えば来月は新入会員自己紹介もございま
す。待ちに待った新入会員村上剛君、栫浩多郎君のお二人
が今後の中央RCを若さと元気で盛り上げて頂くものと期待
を致したいと思います。増強委員長竹添さんおめでとうご
ざいます。
さて、先日はセ釜山RCから10名の方々が出席され夜の例
会で功労者への記念品なども差し上げました。ゴルフも観
光もとても和やかに、楽しく過ごされた様です。参加され
た会員の皆様、ご苦労さまでした。歳を重ねると月日の流
れを早く感じると云う事は感動が失われているからだそう
です。皆さんは毎日の出来事ひとつひとつに感動と感激を
持って過ごして頂いて居る様ですので１日１日が過ぎるの
が遅く思えるのではないかと察します。
私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には想像もでき
なかったような友情とネットワークを築くための方法が数
多く存在します。それでも、ロータリーにおける『つながり』
は独特であり、ほかに類を見ません。」
次期国際ロータリーの会長が掲げたテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」になりますが、次期国際ロータリー
の会長がこのようなテーマを掲げた背景には先に紹介した
挨拶文が背景にあるように思います。
「世界」という言葉からは国際的なものを想定しがちに
なりますが、「世界」とは「地球上の人間社会のすべて。
人間の社会全体」を指します。
従いまして、
「ロータリーは世界をつなぐ」というテー
マからは「セ釜山ロータリークラブ等との交流、沖縄との
高校生交流、レディースデー例会、忘年家族会」等の全て
の行事を次年度も恙なく遂行をして行かないといけないな
と改めて認識をした次第です。中でも我がクラブの会員同
士の『つながり』が最も大切であり、次年度はラウンド・テー
ブルなど
も積極的
に参加さ
せ て 頂
き、皆 様
方との交
流を更に
深めさせ
て頂きた
いと考え
ておりま
す。

新入会員自己紹介
■濱上 直軌君
この度は、自己紹介の機会を頂きありが
とうございます。濱上直軌と申します。私
は福岡県北九州市門司区出身の平成２年生
まれの28才です。４年ほど前に妻と結婚を
し、鹿児島に来ました。

〒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/

一位です。他にも北九州市にはいいところがありますので、
遊びに行ってください。

・仕事内容
小さい戸建て住宅から大きな高層ビルの地盤改良や杭打
ち工事をしています。工事が終わってしまえば見えないと
ころなのですが、建物を建てる上で非常に重要な工事です。
杭打ち工事は普段あまり注目されないのですが、一躍注
目されたのは４年前の杭偽装問題でした。私が弊社に入社
してすぐのことだったので、当時はとんでもない業界に
入ってしまったと後悔をしましたが、私どもは長年こつこ
つと真面目に不正することなく頑張っているのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。

・前職
鹿児島に来る前は、北九州市消防局に勤めており、門司
消防署及び八幡西消防署で警防課の隊員として勤務いたし
ました。幼い頃から消防職員にあこがれていましたが、大
学２年生の時に発生した東日本大震災を契機に地元の消防
職員になることを決意いたしました。
消防学校や消防署で培ってきたことが私の根幹となって
います。

・出身地
出身地である北九州市は、インターネットで検索すると
「修羅の国」だとか「成人式が荒れる」だとか治安が悪い
イメージが先行していると思います。しかし、それは一昔
前のイメージです。北九州市は人口約95万人の政令指定都
市で、ある程度の物は何でもそろいますし、非常に物価が
安いです。小倉駅からですと博多駅まで新幹線で約15分程
度と好立地です。北九州市には鹿児島にも負けないいいと
ころがたくさんあるのですが、私が特に北九州市のおすす
めポイントとしてあげたいのは医療機関が大変充実してい
ることです。北九州市は、20の政令指定都市の中で人口10
万人あたりの病床数が２番目に多いそうです。ニュース等
で聞く救急車のたらい回しはほとんどありません。私自身、
救急車に乗っていて急患の搬送を断られたことは殆どあり
ません。そして、北九州市は救急車が駆け付ける早さ全国

・趣味
スポーツ観戦と体を動かすことが好きです。学生時代は
ラグビーとキックボクシングをしていました。筋力トレー
ニングも好きで週に1回は必ず筋トレをするようにしてい
ます。
結婚してから以前ほどトレーニングをする時間が減り、
４年間で体重が15㎏増えてしまいました。今年はダイエッ
トに励みたいと思います。
・最後に
鹿児島中央ロータリーで多くのことを学び、自分自身が
成長し、少しでも皆様のお役に立てればと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

久積でございます。２年間という短い期間でありましたが、鹿児
島中央ロータリーの皆様には大変良くして頂き、本当に感謝いた
しております。鹿児島の雄大な大自然と悠久の歴史、豊かな食文
化に触れることが出来ましたこの２年間は私の人生にとりまして、
●池畠 泰光君／先日の観桜会、竹田親睦委員長と坂元次郎会員、
大袈裟ではなく本当に有意義なものでした。特に維新150年という
髙栁会員並び、親睦委員の皆さん、楽しいクイズや豪華景品の手
節目にここ薩摩の地に居れましたことも有難いことだったと思っ
配など大変ご苦労さまでした。とても楽しく過ごす事が出来ました。 ております。また、そのような雄大な鹿児島に後押しされ大型バ
又セ釜山RCの皆さんの来日に伴い会員の皆さんの心温まるおもて
イクの免許を取得出来ましたことも私の人生にとりまして意味あ
なしと出迎え、お見送りなど、役割を担って頂きありがとうござ
るものでした。玉里自動車万歳！です。平山社長、感謝です。私
いました。又、坂元会長エレクトにおかれましては昨日迄のペッ
の後任の「イチバカセ」という者が、皆様にお認めいただけまし
ツ研修会お疲れさまでした。
たら中央ロータリーの会員とさせて頂ければ幸いです。ナンバー
●海江田 順三郎君／一昨日の観桜会に、体調不良のため出席出
ワンの「一番」にカタカナの「ケ」に瀬川瑛子の「瀬」と書いて
来ず申し訳ありませんでした。
「イチバカセ」と読みます。先祖は佐賀の出のようですが、気の良
●宇都 和治君／連続表彰有難うございます。感謝申し上げます。
い人間ですので、どうぞ可愛がっていただけますよう、宜しくお
歯車会ゴルフコンペでもまぐれの優勝。なんでも勝つ事は嬉しい
願いいたします。本日は所用のため残念ながら出席が叶いません。
ものです。有難うございました。
本来であればお一人お一人にご挨拶を申し上げなければならない
●坂元 直人君／土曜日の観桜会はPETSに出席していたため、欠
ところですが、急遽、福岡への出張が入りました。心からお詫び
席をさせて頂きました。竹田親睦委員長、お勤めご苦労さまでし
申し上げますとともに、２年間の皆様への御礼を申し上げます。
た。新天地でのご活躍を祈念させて頂きます。髙栁次期親睦委員長、 私の４月からの勤務地は福岡市天神の福岡銀行本店の５階フロア
次年度の親睦行事どうぞ宜しくお願い申し上げます。盛り上げて
にあります、FFGビジネスコンサルティングという会社ですので、
下さい。
お近くにお越しの際にはお気軽にお立ち寄り下さいますようお願
●高岡 和也君／３月18日に開催されましたセ釜山RCとのゴルフ
いいたします。２年間のお礼をこめましてスマイルいたします。
大会にて、鹿児島中央RCのエースとして、なんとか優勝する事が
本当に有り難うございました。
できました。言葉が通じない18ホールは思ったより大変でしたが
●情報集会第４班／ロータリーデーを前にした２月20日の情報集
楽しくできました。次回もがんばります。
会第４班のスマイルです。大変遅くなって申し訳ございませんで
●川路 理幸君／色々と欠席してしまい申し訳ありません。代わ
した。参加したのは田中、橋元、丸元、新納、坂元、吉田、丸山（健）です。
りに撮影をして頂いた方、ありがとうございます。今日から出席
致します。よろしくお願い致します。
●志賀 啓一君／竹田会員のご栄転をお祝い申し上げます。私事
ながら、竹田会員のご子息と私の娘が同級生で、日直のパートナー
でした。
「おわかれの手紙をかく」というので、あずかったのですが、
●志賀 啓一君／「おもいでのアルバム」増子とし
私の方が泣きそうになりました。竹田会員のご子息と竹田会員の
卒業式の定番曲は多数ありますが、幼稚園の卒園式の定番
ご健勝をお祈り申し上げます。
といえばこれです。今年度旅立った卒業生、卒園生のご多幸
●竹田 孝博君／三年間お世話になりましたが、本日が最後の例
をお祈り申し上げます。
会となります。ありがとうございました。姫路支社長となります
ので、また頑張ります。後任の小笹もよろしくお願いします。
●久積 圭三君／このたびの異動で福岡に戻ることになりました
３月25日のスマイル 小計 33,241円 2018～2019年度 累計 693,709円

リクエストボックス

第１９３２回例会記録
３

月

25

日
（月）

ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：７
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
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 ①週報 3/14、18、25 分
②新入会員名簿用シール
２）次週 4/1（月）例会プログラム
・会員卓話＝新入会員 自己紹介 栫 浩多郎君
村上 剛君
・定例理事会開催 例会終了後 開聞にて
出席報告：出席委員会
連続出席表彰→宇都 和治君（10 年）

スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ＰＥＴＳ報告 会長エレクト 坂元 直人君
新入会員 自己紹介 濵上 直軌君

次 回 例 会

平成31年４月８日（月）

社会奉仕フォーラム
RCC犬猫と共生できる社会を目指す会
代表 杉木 和子様
出席報告
第1932回例会
前々回（３月14日）の補正

会員数
56名
56名

出席数
39名
33名

出席率
70.91%
64.71%

