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第1936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

レディースデー例会 ゲスト卓話＝那覇西 RC 宮内 一郎君
「軽音楽を交えてのトークショー」

４月 母子の健康月間

前回例会出席率

74.51%

付井戸を２本寄贈され、財団法人交通被災者たすけ
あい協会に 40 万円を寄贈されるなど積極的な活動報
告もされました。
先ずは早朝からテレビで放映され
ところで皆さん、月末の４月 27 日から始まる大型
ていましたマスターズゴルフについ
連休の
10 連休が始まりますが、皆さんはどう思われ
てタイガー・ウッズのメジャーの優
ますか。朝日新聞の調査ではこの
10 連休をうれし
勝 11 年ぶり制覇となりましたネ。マ
くないと答えた方が
42％以上であったと云うデータ
スターズでは 14 年ぶり５度目と云う
が出たそうです。内訳は「仕事がないので関係ない
快挙を成し遂げたと云う事でござい
28％」「仕事を休めない 19.3％」「家事の仕事が増え
ます。ゴルフに興味のない方でも世
界のタイガー・ウッズと言えば知らない人はいない る 10.6％」「仕事に支障が
ある 9.6％」等です。私な
程のプロスポーツの第一人者ではないでしょうか。
今日の卓話では MBC テレビ・ラジオでご活躍され ど小売業にとっても大変な
ているスポーツキャスターの松木圭介アナウンサー 迷惑です。流通業にとって
をお招きしておりますが、我が鹿児島ユナイテッド はそれぞれのシステムの改
FC も早く勝ち星を上げて、世界のユナイテッドに 善が求められるそうです。
なって欲しいものですが、今日はそのへんの所のお 来週４月 22 日はレディー
スデー例会となっていま
話しも楽しみにしてみたいと思います。
ランチは 100 万ドル食事と云う事でありましてビ す。沖縄那覇西 RC 会員で
ジターでご参加の京都からお越しくださいましたロ もあります、宮内一郎氏の
マンス小杉の小杉源一郎様、ゲストの松木アナには 卓話です。メンタルアナラ
申し訳ありませんが粗食にて対応させて頂きました。 イザーとして全国的にご活
この 100 万ドル食事はロータリーならではの奉仕の 躍されている方です。軽音
なでしこ
心の一貫でもあります。この食事にて節約額を積み 楽を演奏しながらの楽しい
ト ー ク シ ョ ー で す の で 是 【花言葉】無邪気で勇敢
立てて社会奉仕、国際奉仕に役立てています。
・ピンク
さて先日４月 13 日は北ロータリークラブの 30 周年 非、沢山のご参加をお願い
純粋な愛
記念の式典と祝賀会があり、海江田パストガバナー、 します。
・赤
純粋で燃えるような愛
加島幹事と私の３名で参加いたしました。北 RC は台
・白
北市和平 RC と 1991 年に姉妹盟約を結ばれています。
器用、才能
国際奉仕としてカンボジアボイペット地区にポンプ
池畠

泰光

インターハイ 2019 の見どころ
■ ＭＢＣ南日本放送 アナウンサー
松木 圭介様
2019 年の鹿児島のスポーツ界に目
を向けてみますと、４つの見所が挙
げられます。
①鹿児島ユナイテッドＦＣのＪ２
昇格元年、②南部九州高校総体（イ
ンターハイ）、③ラグビーＷ杯の日本開催、④ 2020 東
京オリ・パラに向けた代表選考本格化の４つです。
その中でも、鹿児島を中心に熊本・宮崎・沖縄の４
県で開催される全国高校総体は、鹿児島で開催される
競技での「女子高校生アスリート」の活躍が楽しみ
です。地元で全国大会が開催されることは高校生ア
スリートのモチベーションを高めていますし、それ
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

に応えるように「支える人たち」も動き出しています。
この過程こそが、鹿児島に「スポーツ文化」を根付
かせる動きなのではないかと、取材をしながら感じ
ています。
気がつけば、2020 年のかごしま国体・大会まで、
あと１年半。この間に、鹿児島の「スポーツ文化」を
高め、今後に残せるものを作り出す一歩を、皆さん
と一緒に踏み出せればと思っています。

〒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/

●福山 孝子君／結婚記念祝いのお品を会社にまで
届けて頂き、誠にありがとうございました。1980 年
４月 26 日に結婚しまして 39 年が過ぎます。夫婦共
に還暦を過ぎますと自然とお互いに慈愛の心で接す
る今日この頃です。
●田實 大志朗君／先週三女が東京で ICL と言う目
の手術を受け、成功しました。また、娘の結婚が決
まり先方のご両親との初顔合せが有りバタバタでし
たが充実した週でした。

●京都 RC 小杉 源一郎君／メークアップで参りま
した。よろしくお願いします。
●池畠 泰光君／今日から我が中央ロータリークラ
ブに御入会されました福岡銀行の一番ヶ瀬達吉君の
御入会を心より祝福致します。これからロータリー
ライフをお楽しみ下さい。
●本坊 修君／先日那覇西ロータリーの例会に出席
しました。久し振りに楽しい例会でした。相変わら
ず豪華な昼食でした。

第１９３５回例会記録 ４月
15

日（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：南日本放送アナウンサー 松木 圭介様
ビジター紹介：京都ＲＣ 小杉 源一郎様
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：一番ヶ瀬 達吉君
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：㈱福岡銀行 鹿児島営業部
執行役員 鹿児島営業部長
職業分類：銀 行
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）4/26（金） 年輪会 18：30～
新入会員との懇談会 19：00～
於：ふぁみり庵はいから亭
【会長経験者・新入会員推薦者で出欠が未だの方】

４月 15 日のスマイル 小計 16,000 円 2018 〜 2019 年度 累計 802,550 円

 4/19（金）〆ですので、お早めに事務局までお願い致しま
す。
３）本日学習会 例会終了後 引き続き 社交室にて開催
４）次週 4/22（月） 例会プログラム
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」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト卓話＝南日本放送アナウンサー 松木 圭介様
「インターハイ2019の見どころ」

次回例会 令和元年５月 13 日（月）
会津若松西 RC
出席率
第1935回例会
前々回（４月１日）の補正

会員数
56名
56名

来鹿例会
出席数
38名
38名

出席報告
74.51%
73.08%

