プロジェクトを継げて オンリーワンクラブを創ろう

令和元年６月３日

週報 No.1913

第1940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＝一番ヶ瀬 達吉君
「新入会員自己紹介」

６月 ロータリー親睦活動月間

前回例会出席率

71.15%

ている様です。ライオンズクラブも盛んで 57 年の歴
史があるようです。沖縄の食材を調査しに行きまし
令和元年を迎えた５月もいよいよ
た石垣島では、子牛の生産が盛んです。３〜５年間
今週で１ヶ月を過ぎようとしていま
育てて県外に出荷してます。１頭 100 〜 150 万位です。
す。
各県にあるブランド牛として販売されています。松
昨日は嬉しい知らせがいっぱいあ
坂牛、神戸牛、岐阜の飛騨牛、山形の米沢牛として
りました。郷土の女子プロゴルファー
日本国内は元より外国にも輸出されています。
の勝みなみさんが 14 アンダーと云う
石垣島は塩が有名です。石垣パインも有名です。糖
すばらしいスコアで今季２度目の優
度は 15 度はあります。
勝だった事は皆さん御存知の事と存じますが、優勝
小さな島だと思ったけど
賞金が 1,260 万円で賞金ランキング２位となり、只今 ５万人の人々が住んでいる
49,595 千円と「スゴイ」事になっています。「黄金世代」 そうです。産業は農業かと
と呼ばれる 1998 年生まれの 20 歳ですから将来が楽し 思ったら、観光が一番経済
みです。それと大相撲夏場所千秋楽では前頭８枚目で 効果がある様です。来年は
朝乃山が初優勝を遂げ、アメリカのトランプ大統領か ドルフィンポートも撤去さ
ら米大統領杯を授与されました。「三役経験無し」で れます。その様な湾岸周り
25 歳の富山県生まれです。日本人関取が令和の初優 の観光についても鹿児島の
勝力士となった事も素晴らしい出来事ではないかと 観光と経済効果について考
思います。今日は天皇皇后両陛下も訪問されました。 えさせられました。
大相撲観戦の際は国技館の周辺から館内まですごい
ロータリーの４つのテス
取締りと規制の中で力士も観客も大変だっただろう ト、①真実かどうか②みん
と思います。
なに公平か③好意と友情を
私事ですが週末 23 〜 25 日は沖縄県八重山石垣島に 深めるか④みんなのために
花言葉
行ってきました。石垣島は那覇空港から約１時間足ら なるかどうかの精神が街や
ずで着きます。石垣空港に着いて直ぐに目に付いたの 人を動かすのだと感じる一 ・スィートアリッサム
価値あるもの、奥ゆか
がロータリークラブの歯車マークでした。八重山地区 日でした。
しい美しさ
は 2580 地区になります。今年で創立 58 年を経過し
池畠

泰光

地区研修・協議会の報告
■ 坂元 直人
次年度の RI の会長は米国アラバマ
州にあるジケーターロータリークラ
ブのマーク・ダニエル・マローニー
という方であり、職業は弁護士をさ
れておられる方になります。
次年度の RI のテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」であり、次期 RI 会長はこのテー
マを実現するために、①ロータリーを成長させる、②
家族の重要性、③組織の改革等を掲げておられます。
私は、「家族の重要性」という事が目標の一つに掲
げられていることを興味深く感じております。
ロータリー活動に没頭する余り、家族をないがし
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

ろにするのは論外で、ロータリー活動を家族に理解
してもらい、各会員の家族全員がロータリーの行事
に積極的に参加し、各会員の家族が楽しんで頂くこ
とが次年度も重要になってくるのであろうと理解を
しております。
我がクラブの池畠会長は「ひまわり会」のメンバー
の交流やレディースデー例会及びロータリーデーを
初めとする各種の行事に熱心に取り組まれましたが、
次年度も引き続きこの点に力を注いで参りたいと
思っておりますので、この場を借りて、皆様方のご
協力をお願いさせて頂きます。
喜島ガバナーエレクトは次年度の第 2730 地区の目
標について、「クラブの活性化に努めよう」という目
標を掲げられておられます。
この目標達成の活動計画として、次の五つの活動

〒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/

計画を掲げられておられます。
一番目が、童心と共に原点に返り原点を大切にし
て変化を受け入れ目標に向かおう。
二番目が、女性会員が 10％未満のクラブは、女性
会員を 10％以上に増強して下さい。
三番目が、クラブの会員が 50 名以下のクラブは 10
名単位で会員を増強して下さい。
四番目が、姉妹クラブがないクラブは、国内か国
外に姉妹クラブを作って下さい。
五番目が、５年間グローバル補助金を使用していな
いクラブは、財団のグローバル補助金を使い国境を
超えた恵まれない人々を支援する活動をして下さい。
喜島ガバナーエレクトからは次年度は５つの活動
計画のうち、最低でもどれか一つでも達成して欲し
いとの通達があり、どれを活動計画とするかは各ク
ラブの判断に委ねますとのお話がありました。
我がクラブの置かれた現況を考慮致しましと、女性
会員をあと２名程度増加させることと、ベテランの
会員等の退会も相次いでおりますので、会員の減少
を防ぎつつ、出来得るなら次年度で会員数を 60 名程
度に増やすことが必要ではないかと考えております。
この点も私一人の力では到底為し得ませんので、会
員の皆様方御一人御一人の力をお借りしたいと考え
ている次第です。
最後に次年度の重要行事をお伝えしておきますが、
当クラブへの喜島ガバナーエレクトの公式訪問が本

年８月５日、地区大会が本年 10 月４日から 10 月６日
（場所は宮崎のシーガイア）となりますので、会員の
皆様方はご予定を御確認下さい。
■ 川路 理幸
地区協議会の分科会の報告をしま
す。
私はクラブ運営部門でした。
ガバナー補佐、会長、幹事、会計、
事務局員が対象になります。
野中玄雄パストガバナーが進行を
つとめ、ガバナーエレクトの目標「クラブの活性化
に努めよう」とそのための 5 つの活動計画に沿って
意見交換がなされました。
〇例会出席率を上げること、〇会員増強、〇女性
会員を増やすこと、〇姉妹クラブがないところは国
内外に作ることが主だった内容で、活動内容や取り
組みなどが発表されました。
その中で印象深かったのが、一挙に 7 名ほど女性を
入会させたクラブで、その方法は退会された会員の
奥様にお声掛けをし、その奥様がまた奥様を誘って
入会しその繰り返しで 7 名増えたということでした。
レアなケースとはおもいますが、わがクラブも女性
会員を 6 名以上という目標をもって頑張っていきた
いと思いました。

いわゆる黄金世代の新垣、松田、大里、小祝、河本、
原英莉花の中で、格別の実力を見せつけました。東
京オリンピック代表になれるよう、更なる応援をやっ
●鹿児島城西 RC 畠田 実君／鹿児島城西 RC の畠 ていきましょう。宜しくお願いします。
田です。メイキャプに参りました。宜しくお願いし ●是枝 良実君／本日のラウンドテーブルは６：30
ます。
からごはんのじかんで行います。プログラム委員会
●宇都 和治君／新聞、TV 等の報道でご承知の通り、 担当です。皆さんのご参加をお願いします。ちなみ
３週間前、パナソニックオープンレディスゴルフトー に田中さんから「例会は出席出来ませんが、RT だけ
ナメントで令和初勝利をしたばかりの勝みなみ（明治 は出席します」との連絡を頂いています。
安田生命）が昨日、今季２勝目、ツアー通算４勝目を
挙げ、優勝賞金 1,260 万を獲得しました。今季通算 4,959
万 5,332 円、賞金ランキング２位に浮上、賞金王も夢
じゃなくなりました。更に世界ランキング 50 位内に
●福山 孝子君／「追憶」バーブラ・ストライサンド
入り、メジャー出場権もゲットし、世界で羽ばたく
若い頃の思い出の曲です。
のも現実味を帯びてきました。プロになってから１
年半稼いだ金はなんと１億 2,250 万。まだ二十歳の小
５月 27 日のスマイル 小計 6,000 円 2018 〜 2019 年度 累計 889,550 円
娘です。今、女子ゴルフ界を席巻する 1998 年生まれ、
第１９３９回例会記録
５月 日
（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
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 ②新入会員名簿シール（もらっていない方）
２）鹿児島令和ロータリークラブ認証状伝達式並びに祝賀会
日 時：６月16日（日） 記念式典13：30～
場 所：鹿児島東急ＲＥＩホテル
登録料：10,000円
３）本日ラウンドテーブル 18：30～ ごはんのじかん
担当：プログラム委員会
４）次週 6/3（月） 例会プログラム
・会員卓話＝新入会員 自己紹介 一番ヶ瀬 達吉君
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・新旧合同理事会開催 グランセレッソきずな
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：クラブ協議会
地区協議会報告

18：30～

次回例会 令和元年６月 10 日（月）
ゲスト卓話＝ Pay Pay ㈱ 萩原 隆介様
「キャッシュレス決裁セミナー」
出席率
第1939回例会
前々回（５月13日）の補正

会員数
55名
56名

出席数
37名
38名

出席報告
71.15%
74.51%

