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第1935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

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」
池畠

泰光

４月８日は「仏教の日」お釈迦様
の御誕生日です。「佛教之王堂」念佛
宗総本山ではお祝いの儀式が執り行
われているそうです。
実は私の父も今日が９回忌の命日
でございましてこの日はどこもかし
こも坊さんはお出掛けされてなかな
か時間の都合が付かない日でもございます。
年に１回の「おめでたく」迎える「一期一会」の
節目の日でもある様です。
さて今日はまた入学式も各地域の小学校を始め中
学校や高校などもある様ですが職場でも新入社員の
社会人としての教育などに力が入っている事と存じ
ます。「入学」「入社」「入会」と新しい所に踏み入れ
ると云う事は、夢と希望を胸に抱いて大きく羽ばた
く第一歩でもあります。ロータリーでは「入りて学び」
「出て奉仕する」と云われています。ロータリーの奉
仕は「クラブ奉仕」
「職業奉仕」「社会奉仕」の三部
門に「国際奉仕」と「青少年奉仕」が加わり５大奉

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
犬猫の譲渡会を毎月最低 3 回開催
し、これまでに犬 872 匹、猫 3,895 匹、
合計 4,767 匹に新しい家族を見つける
事ができました。
又望まれない命が生まれないよう
にと犬猫、特に野良猫の手術を行って来ました。
これまでに 9,420 匹の子達に不妊・去勢手術を行い
ました。そして会オリジナルのカレンダーを製作し、
野良猫等の手術費用の助成もしております。
又鹿児島市と協力し、地域猫の周知・普及に努力
していますが、地域猫として馴染まない猫を観光地
猫として捉え、鹿児島市の依頼により今年度 152 匹
に手術を行いました。
又奄美大島の世界自然遺産登録に向け問題になっ
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

前回例会出席率

４月 母子の健康月間

68.52%

仕となっています。
ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業
を行うこと。そして自己の職業上の手腕を社会問題
やニーズに役立てる為にクラブが開発したプロジェ
クトに応えることが含まれる（2016 年追記）と職業
奉仕を定めています。
中央ロータリーがホストとして開催したロータ
リーデーを「無にする事なく」これからもロータリー
クラブを地域に繁栄させていくかを今後の糧として
推めて行きたいものです。
花

言

葉

・トルコキキョウ
すがすがしい美しさ
・ストック
愛の絆
・ガーベラ
黄 → 究極美
ピンク → 感謝
赤 → 燃える神秘の愛
オレンジ → 冒険心
我慢強さ

ている「ノネコ」の発生を防止するため、獣医さん
と業務提携し特別料金での避妊手術を行っています。
今後は獣医師のいない喜界島での犬猫の手術に取り
組みます。
これまで 20 年間で活動実施してきた結果を、今後
10 年間で達成するため、県内の提携できる獣医師さ
んと契約を結び、特別料金と会の助成金増額を組み合
わせて、10 年間で 10,000 頭の犬猫に手術を施し、犬
猫と共生できる社会をめざします。

〒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/

リクエストに応え、スマホを見ながら弾いてもらいました。

●新納 薫君／月信４月号で記載された鹿児島中央
ロータリークラブの２月度確定出席率 88.46％は市内
クラブで一番の出席率でした。会員皆様の出席率向上
●加島 繁君／結婚記念、ありがとうございました。
のご協力を深く感謝申し上げてスマイルします。尚、
今回で 40 年になります。40 年前は江川と小林のトレー
発表が遅れました事をお詫び致します。
ドがあり、サッチャーが首相に就任した年であり、サ
●丸山 健太郎君／結婚記念日のお祝いありがとう
ザンの「いとしのエリー」ジュディオングの「魅せ
ございました。事前のアンケートのおかげで心構え
られて」などが流行していました。これから先も家
ができており、今朝の妻との会話もスムーズでした。
内に助けてもらう為にも努力して行きます。
夫婦円満です。
●海江田 順三郎君／４月１日、市役所の待合室で
●親睦委員会／３月 23 日に開催しました観桜会の残
突然 NHK の取材班に、新元号の感想を聞かれ、ニュー
金 38,841 円をスマイル致します。
ス番組で放映されましたので、スマイル致します。
●椨 茂吉君／結婚祝い有難うございます
●前迫 実君／結婚祝いをありがとうございます。さ
して感慨もありませんが義理でスマイル致します。
●神野 洋介君／結婚記念祝頂き有難うございまし
●池畠 泰光君／「１年生になったら」
た。特別感慨はありません。
孫がもうすぐ小学校に入学します。その日を夢
●橋元 隆君／結婚記念日祝いありがとうございま
みて、自分が手をつないで桜吹雪の舞う門をくぐ
す。平成と同じですので、29 日で 31 年になります。
りたいものです。そんな思いを込めてリクエスト
妻に捨てられないようにガンバります！
します。
●池脇 剛君／結婚記念日お祝い有難うございます。
４月８日のスマイル 小計 63,841 円 2018 〜 2019 年度 累計 786,550 円
46 回目でした。

第１９３４回例会記録
４ 月 ８ 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
ゲスト紹介：フォーラムゲスト＝RCC犬猫と共生できる社会を目指す会
代表 杉木 和子様
ビジター紹介：鹿児島城西ＲＣ 野田 健太郎様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 池畠 泰光君
ご結婚記念お祝い：加島 繁君（１日）前迫 実君（５日）
池脇 剛君（８日）丸山健太郎君（８日）
椨 茂吉君（10日）神野 洋介君（16日）
橋元 隆君（29日）
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 ①ロータリーの友 4月号
②新入会員候補者用紙 ③週報
２）配布しております新入会員候補者
・一番ヶ瀬 達吉様【久積会員 後任】
⇒㈱福岡銀行 鹿児島営業部 執行役員 鹿児島営業部長
 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）① 地区研修協議会、②会津若松西ＲＣ来鹿行事のご案内
（4/4ＦＡＸ済）
①5/12（日） 10：00～
場所：シーガイアコンベンションセンター

②5/11（土）-13（月）
※①4/12（金）②4/26（金）までにそれぞれ出欠回答をお早
目にお願い致します。
４）4/9（火） 市内ＲＣ会長幹事会 18：30～
於：レンブラントホテル鹿児島
５）ＲＣＣ例会 4/14（日） 11：00～
天文館松山通り リンクビル9階
指名出席者： 高岡・中原 各会員
６）次週 4/15（月） 例会プログラム
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」
・例会終了後 引き続き 学習会開催
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

次回例会 平成 31 年４月 22 日（月）
レディースデー例会
ゲスト卓話＝那覇西 RC 宮内 一郎会員
「軽音楽を交えてのトークショー」
出席率
第1934回例会
前々回（３月25日）の補正

会員数
56名
56名

出席数
37名
46名

出席報告
68.52%
83.64%

