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週報 No.

クラブ協議会　地区協議会報告 67.92%

ローターアクトクラブについて
■ 中間　貴志
　ローターアクトクラブは、今なか
なか厳しい状況にあります。現在の
会員数は２名ですが、高岡会員の会
社の従業員さんで今年度新規に入会
した未経験者のみとなっています。
　今年度の初めには、経験者の会長
がもう１名いました。年度の初めに
は、会長と新規入会者の３人、そして私が立ち会っ

て例会を２回ほど開き、今年度の計画を詰めようと
していました。また、私は、会長と電話で連絡したり、
たまには食事しながら今後の活動の内容や会員拡大
の方策を話していました。ところが、その会長が、昨
年の 10 月ごろ会社に就職し、業務の関係で夜間の例
会出席は完全に不可能になりました。そのため、未
経験者の会員２名では例会を開くことは困難な状況
となり、以来活動は休止状態となってしまいました。
今日は，大学生を中心とした組織にする、職業説明
会を実施する等の意見がでました。

池畠　泰光

　令和元年も 20 日が経過しました。
前回は会津若松西 RC をお迎えして
の例会を行ない今日が２回目（新元
号）となり、残す今年度例会も後５
回となり、いよいよゴール目前となっ
て参りました。残された任期を全う
出来ます様に努めて行きたいと存じ
ます。
　さて、奄美地方・沖縄地方も梅雨に入ったと云う事
ですが弊社恒例の第 14 回目運動会を取引先を交えて
雨の中吉野公園で開催しました。参加者 550 名と毎
回大盛況の中「徒競走」や「職場対抗リレー」「綱引き」
や「パン食い競走」などが競技されます。
　実は前夜からズッと降り続く雨の中で「やるか」「や
らないか？」でそれぞれ意見があった訳ですが「ス
ポーツ」や「レクリエーション」は常に良好なコンディ
ションの中で行なう事が求められています。
　なぜなら屋久島の山登りで突然の大雨で下山が出
来なくなったり、事故や病気などを起こした時に主
催者が責任を問われるからです。今の世の中には「何
事にも事なかれ主義」が一番だからです。
　運動会ですが異業種の方々もお集りの中でどんな
問題が起こるか分からなかった状態ですが、今の子
供達は雨の降る日は濡れない様に、汚れない様に裸
足で走るな等と、安心と安全が求められています。
しかしながら自然の中で体験・体感する事が自分自
身の体をきたえる事となるのではないかと考えます。
実の私の孫も「喘息」を持っていますので走ったり、
雨にぬれたりすると必ず夜中に咳をします。しかし昨
日は裸足でどろんこで走り回ったりしたにも関わら

ず、風呂に入って直ぐ寝て朝まで熟睡して今朝も元
気に幼稚園に出掛けて行きました。「どんな事をやる
にも〜テーマが必要です」何の為に、誰の為にやる
かと云うテーマ・理念や指針が大事です。「今年のテー
マ」は「思い出作りの運動会」を掲げて開催しました。
550 名の皆が一丸となって「令和元年おもいで作りの
運動会」を共有する事が出来ました。
　ロータリークラブの今期のテーマは「インスピレー
ションになろう」のRI テーマと「プラスワンの考動」
が掲げられて我が中央RCも「プロジェクトを継げて
オンリーワンクラブを創ろう」をテーマに掲げて邁進
して参りましたが、志し半端と云うところでございま
すが、増強委員会だけは純増１名に対して現在３名
（３月迄）を記録しています。竹添委員長の努力の賜
物と考えております。本当にすばらしい事だと思い
ます。
　その様な事で先日は鹿児島大学の学長を始め副学
長５名（理事）監事の方々にロータリークラブの目
的と活動や意義についてプレゼンテーションをして
参りました。ロータリークラブの事を説明・案内を
していますと、自分自身の為にも知らなかった事を
改めて知る機会となりました。
　先ずは４つのテスト〜真実かどうか、みんなのた
めになるかどうか。
　そしてロータリーの目的〜ポール・ハリスの知り
合いを広めることによって奉仕の機会とする事！
　又は国連との関わりや国際理解・親善と平和を推
進している事なども実感する機会となりました！
　ロータリーの会員は減っています。世界人口が減っ
ているから仕方ありません。しかしロータリークラ
ブは青少年に機会を開き、他人からの格別の要請に
応えて地域社会へ奉仕の機会とすべきです。
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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：「米山ランチ」・「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ロータリーデー報告書　②週報
　　　　　　　　③新入会員名簿シール
２）本日定例理事会開催　例会終了後　開聞にて
３）ＲＣＣ例会　5/26（日）11：00〜
　　天文館松山通り　リンクビル９階　
　　指名出席者：青﨑・原田　各会員
４）次週　5/27（月）　例会プログラム
　　クラブ協議会　「地区協議会報告」
出席報告：出席委員会

　　　　　連続出席表彰＝中原　勲君（７年）
　　　　　　　　　　　　石塚　俊雄君（通算13年）
　　　　　　　　　　　　川路　理幸君（通算４年）
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話　ローターアクトクラブについて

●池畠　泰光君／第 14 回城山ストアー会のチャリ
ティ運動会を吉野公園で雨の降る中で行われました。
雨にぬれて「走りまくる」どろんこ競技は楽しいも
のです。「サッカーやラグビー」の面白さを垣間見ら
れる感じで今後も天候を気にせずチャレンジしてい
こうと思います。
●尾辻　章宣君／先週は会議のため例会は欠席でし
たが、誕生日と結婚記念日のお祝いが昨日自宅に届き
ました。感謝です。先週の 13 日で 71 歳に、今日 20
日で結婚 42 年を迎えます。今後も今までの通り家内
の言うことを「はい。はい」と素直に聞いて、穏や
かな毎日を過ごしていきます。
●石塚　俊雄君／連続出席表彰有難う御座います。今
後共健康に留意し、時としてメイクアップを駆使し

連続出席を励行し、もって出席委員長に協力して参
ります。
●中原　勲君／連続出席表彰ありがとうございます。
●小福田　博君／私事ですが、南九州税理士会鹿児島
支部の次期支部長に就任することとなりました。６
月 28 日の総会から２期４年の予定です。今後は欠席
の確率が上がることになると思いますが、お忘れに
ならないようにお願いいたします。
●川路　理幸君／連続出席表彰ありがとうございま
す。通算４年目です。がんばって続けていこうと思
います。
●髙栁　大輔君／連休前に年輪会に出席させていた
だきました。諸先輩方の一言一言に重みがあり、緊
張の連続でした。改めて自分もロータリアンの一員
である事を自覚した次第です。頑張ります！

５月 20 日のスマイル　小計 24,000 円　2018 〜 2019 年度　累計 883,550 円

次回例会　令和元年６月３日（月）
会員卓話＝「新入会員自己紹介」

一番ヶ瀬　達吉君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1938回例会 56名 36名 67.92%
前々回（４月22日）の補正 56名 39名 73.58%

定例理事会議事録

議　　　題
１）�５・６月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）・・承認

　�　�6/10（月）→ゲスト卓話
　�　�Pay�Pay ㈱　萩原　隆介 SV�
「キャッシュレス決済セミナー」
２）会計報告（別紙明細）・承認
　　① 4月度試算表について
３）�新納　薫会員・小原　正信会
員　退会届について（添付資料）・・・・・・承認

４）新入会員候補者について（添付資料）・・・・・・・・承認
　　氏　名：小笹　貴之（こざさ　たかゆき）【竹田会員後任】
　　勤務先：明治安田生命保険相互会社　鹿児島支社　支社長
　　推薦者：竹添　寛　・　田中　和俊
５）�鹿児島令和ロータリークラブ　協力金について（1 口　
50,000 円〜）

　　→ 2口　100,000 円に決定
６）�ロータリー財団寄付（年次寄付・恒久基金寄付）について　
※肥田木Ｒ財団委員長よりご提案

　　→ 2018-19 年度以降　年次寄付は下記の通り 2名選出
　　�　�それぞれ認証に 1,000 ドル（もしくは 1,000 ポイント）必
要

　　・�ポールハリスフェロー　「3万円寄付」＋ポイント使用で
1名　（今期：川路会員）

　　・�マルチプルポールハリスフェロー　1,000 ポイント使用し
1名�（今期：濵薗会員）

　　※恒久基金寄付（ベネファクター）は実施しない
７）次年度以降　月１回　夜間例会実施について
　　→ 2ヶ月に 1回で検討中
８）新旧合同理事会（場所・時間・会費）について
　　→ 2019 年 6 月 3 日（月）　グランセレッソ　きずな
　　　18：30 〜　会費 6,000 円
９）その他
　　・�新クラブ　鹿児島大学アカデミーロータリークラブ　発

足について（提案のみ）

会議名
場　所

定例理事会
山形屋　開聞

日　時 令和元年５月20日（月）
例会後〜

出席者 池畠泰光・加島　繁
川路理幸・坂元直人
高岡和也・前迫　実
橋元　隆・是枝良実
小福田博・中間貴志
松元まや

欠席者 青﨑　彰・田中和俊
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連 続 出 席 表 彰 どてらい市、本日迄！


