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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 69.23%

新入会員自己紹介
■ 村上　剛君
　昭和 41 年生まれの 52 歳、出身は
東京都新宿区の四谷で、実家は昔な
がらの小さな「町の魚屋」でした。
子供の頃は毎日の食卓が魚ばかりで、
肉やハンバーグに憧れていましたが、
今では大の魚好きです。
　家族は妻と息子２人です。私は単
身赴任、妻は福島県の実家で母親の介護、息子２人
は独立し家族バラバラですが、今は３人の孫に会え
ることが、時々東京に帰るモチベーションです。
　鹿児島県を初めて訪れたのは昭和 57 年に開催され
た全国高校総体でした。水球競技に出場し、試合前日
の桜島降灰で、急遽入れ替えたプールの水が冷たかっ
たことが印象に残っています。
　趣味は水泳、ゴルフ、バイク、読書、飲み歩き等々 ･･･
浅く広く、今年はあらたに「桜島・錦江湾横断遠泳大
会」と「古式泳法」にチャレンジする予定です。休
日は趣味をこなすのがややノルマになっている感が
あり、早朝から多忙ですが、日曜日の夕方は市内の
銭湯で温泉・サウナ・水風呂でリフレッシュして月
曜の朝に備えます。　
　モットーは、何事にも誠実に感謝の気持ちを大切
にしたいと思っています。
　会員として地域の皆様のお役に立てるよう一生懸
命努めますので、宜しくお願い申し上げます。

■ 栫　浩多郎君
　この度は、大変貴重な機会を頂き
有難うございます。株式会社共栄の
栫 浩多郎と申します。昭和 60 年生
まれで 33 歳です。23 歳で結婚し、家
族構成は妻と子供が４人（１男３女）
おります。
・仕事内容
　弊社は、宮之城で創業し、お陰さまで創業 78 年の
会社です。創業時は乾物・味噌しょうゆなどの「食」
を取り扱う事業を行っておりましたが、時代の流れ
と共に、ガス・石油・宅配水・リフォームなど「住」
を取り扱う事業を行っております。事業エリアは鹿
児島市に本社と宅配水の工場があり、宮之城・出水・
国分・鹿屋に拠点を持って活動しております。弊社は
理念経営を大切にしており、理念の中にある、「お客
様のより身近なライフサポーター」として、主に一
般家庭のお客様に寄り添った会社となっております。
・趣味
　趣味は読書とゴルフです。読書については、社会
人になるまでは勉強嫌いで活字を読むと眠くなって
いましたが、第一子が生まれたのを機に、少しは真
面目になろうと本を読みだしたのがきっかけで、い
つのまにか習慣になっています。
　ゴルフについては、高校から野球をやっておりまし
たが、社会人で軟式をやっていた時に、肩を故障し野
球を離れることになったのですが、体を動かすことが
好きでしたので、先輩からゴルフを教えて頂き、趣
味としてさせて頂いております。モットーは「ティー

池畠　泰光

　今日から４月になりました。いよ
いよ元号発表日となり、「令和」と云
う新元号が閣議決定されて、菅官房
長官より発表されました。
　安倍総理は「令和」の元号につい
て万葉集から引用された言葉だと説
明されて、四季折々の自然の中から
感じ取れる日本の文化を大切にしている人々が寄り
添い・助け合いながら成長して行き「寒い冬を乗り
越えてきれいな花を咲かせる」その様な事と照らし
合わせながら、本日は弊社の新入社員の入社式を行
いました。真にこの新入社員の皆さんがこれから立
派な社会人となる事とロータリーの御国に捧げる奉

仕の精神を育てて行きたいものです。
　高校卒業の 18 歳の子供達を見ていると、自分も高
校を卒業して東京に就職した頃を思い出します。時
代は変わり移り行く流通業の中で如何に社員達に夢
の持てる会社創りに励み「働き方改革」を進めなが
ら経営者として今後もロータリーの真実がどうか！
皆様の為になるかどうか！を肝に銘じて行きたいも
のです。
　今日は、ガバナー月信も配布されています。先日
のロータリーデーの記事が写真付で掲載されていま
すので、お目通しください。５月になりますと会津
若松西ロータリークラブの訪問も計画されています。
皆さんの御協力を宜しくお願い致します。ありがと
うございました。



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
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：海江田順三郎君（３日）田中　和俊君（13日）
　　　　　　　坂元　次郎君（25日）　丸元　貞夫君（30日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①月信　４月号　②週報
２）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞
３）次週　4/8（月）　例会プログラム
　　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
　　・友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会

出席報告：出席委員会　連続出席表彰→田中　和俊君（10年）
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝新入会員自己紹介
　　　　　　　　栫　浩多郎君・村上　剛君君

●池畠　泰光君／新元号が決まり「令和」と云う元号と共
に我が社も本日は新入社員６名の入社式を行ないました。
万葉集に四季折々の自然に唄われる海や空の如く光や風を
素直に受け止められる様な社会人になって欲しいものです。
又、本日は新入会員栫君、村上君の卓話を楽しみにしてお
ります。ロータリーライフをお楽しみ下さい。
●海江田　順三郎君／明後日で満 91 才になります。中国の
諺に年令の高さを自慢するなと言うのがありますが、ロー
タリークラブでの平均年令を高めていることを反省して謙
虚に生きようと思います。
●丸元　貞夫君／①先月末で、弊社第 72 期決算日を迎えま
した。前期比、若干の増収増益になりそうです。本日（４
月１日より）新年度です。②先々週は、神戸の娘と孫２人
が帰鹿し、観桜会、セ釜山 RC 等欠礼しました。申し訳御
座いませんでした。③誕生日祝、有難う御座いました。４
月30日付で満79才になります。まだまだ心身共に元気です。
頑張ります。
●石塚　俊雄君／新元号が発表されました。殆どの会員は
昭和生まれなので昭和、平成、令和と３代生きたことにな
ります。誠に御同慶の至りです。願わくば４代に亘って長
生きしましょう！
●神野　洋介君／ご無沙汰でした。１月から２月にかけて

福岡の病院に入院し、首の頚椎の手術を受けてきました。
結果としては足の方はかなり改善され後は筋力をつけるだ
けです。指のしびれはまだまだですが徐々に良くなりつつ
あります。１ヶ月以上禁煙、禁酒だったのですが退院の日
に両方とも完全復活し現在に至っております。残念です。
手術の後遺症だと思うのですが首、肩が痛くて現在リハビ
リに励んでおります。早く治してゴルフ、飲み会（例会）
参加いたしたいと思っております。本日は新元号が制定さ
れた誠に喜ばしい日であります。皇室の弥栄と、中央ロー
タリークラブの皆様のご健勝を祈念致します。
●平山　勢津子君／新元号発表のこの日をロータリーの皆
様と一緒に過ごせることをうれしく思います。又、特に海
江田パストガバナーと御一緒できること、本当に私にとり
まして何よりの喜びです。海江田さん令和の時代もますま
すお元気で、そして誕生日おめでとうございます。
●田中　和俊君／誕生日祝いと連続出席ありがとうござい
ます。今年で 50 才になります。まだまだ若いと思っており
ましたが、さすがにいろいろとガタがきております。連続
出席はできるだけ続けていきたいと思います。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
●坂元　次郎君／新元号が始まりました。心新たに仕事に
一生懸命励みたいと思います。又家族を大切にし明日から
春休みの旅行をして心も体もリフレッシュしたいと思いま
す。
４月１日のスマイル  小計 29,000 円　2018 〜 2019 年度　累計 722,709 円

次回例会　平成31年４月15日（月）
ゲスト卓話＝MBCアナウンサー　松木　圭介様

「インターハイ2019の見どころ」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1933回例会 56名 36名 69.23%
前々回（３月18日）の補正 56名 34名 66.67%

定例理事会議事録

議　　　題
１ ）４・５月例会プログラム及び

行事予定（添付資料）・・承認
　→ ５／２０（月）例会プログラ

ム「青少年奉仕フォーラム」
から「会員卓話」へ変更

２ ）会計報告（別紙明細）　承認
　⑴３月度試算表について
　⑵観桜会収支決算報告
３ ）新入会員候補者について（添付資料）・・・・・・・・承認
　氏名：一番ヶ瀬　達吉
　　　　（いちばかせ　たつきち）　【久積会員　後任】
　勤務先：株式会社福岡銀行　鹿児島営業部　執行役員　鹿児島営業部長
　推薦者：丸元貞夫、竹添　寛

４ ）５/11（土）〜 13（月）会津若松西ＲＣ　来鹿行事について
　・５/11（土）
　　13：15 頃　サンロイヤルホテル到着
　　16：00 〜　クイーンズしろやま乗船
　　19：00 〜　グランセレッソ鹿児島　きずなにて歓迎会
　　　　　　　会費 7,000 円（竹添さん検討中）
　・５/12（日）　バス観光
　　午前　桜島周遊→桷志田でお昼→かのやばら園　他
　　18：30 〜　ふぁみり庵はいから亭　与次郎本店で会食
　　　　　　　会費 6,000 円（肥田木さん了承済）
　・５/13（月）
　　午前フリー／
　　12：30 〜例会出席→ 14：30　鹿児島中央駅　お見送り
５）その他
　⑴次回理事会について
　　令和元年５月 13 日（月）もしくは 20（月）
　　例会後〜　於：開聞→５月 20 日（月）に開催

会議名
場　所

定例理事会
山形屋　開聞

日　時 平成31年４月１日（月）
例会後〜

出席者 池畠泰光・加島　繁
坂元直人・川路理幸
田中和俊・前迫　実
橋元　隆・是枝良実
青﨑　彰・小福田博
中間貴志

欠席者 松元まや・高岡和也

グラウンドヒーロー」です。スコアは聞かないでく
ださい・・・。
・最後に
　この度はご縁を頂きまして、鹿児島中央ロータリー
クラブに入会する事になり、とても有難く感じてお
ります。若輩者で、皆様にご迷惑をお掛けする事も
あるかと思いますが、真摯に学び、少しでも皆様に
お返しできるよう努力してまいります。どうぞ宜し
くお願い致します。
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