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週報 No.

ゲスト卓話＝ Pay Pay ㈱　萩原　隆介 SV
　　　　　　「キャッシュレス決裁セミナー」 76.47%

新入会員自己紹介
■ 一番ヶ瀬　達吉
　この４月からお仲間に加えていただ
きました、福岡銀行鹿児島営業部の一
番ケ瀬です。 
　昭和40年福岡生まれ、現在54歳です。
家族は、妻と子供３人の５人家族です。
長男と長女は、それぞれ就職と大学で
家から離れて暮らしており、福岡に妻と高校生の次
女が暮らしています。 
　休みの日にはゴルフや読書をしたりして過ごして
います。また、サッカー、野球観戦を初めとして、色々
なスポーツを見るのが大好きです。中学時代は卓球、
高校時代はハンドボールを部活でやっていました。 
　仕事についてですが、大学卒業後福岡銀行に入り、
今年で勤続 32 年目です。数か店の支店勤務と経済団
体への出向等を経験した後、人事部に 14 年３ヶ月勤
務しました。その後、二つの支店長を経験し、営業
推進部長を２年した後に、この４月から鹿児島営業
部長に着任しています。 
　経済団体への出向では、文章を書くということを
徹底的にやらされました。 
　また、人事部では採用や人事異動、昇進・昇格といっ
た人事運用を主に担当しました。 

　鹿児島に来て感じたことは、まず、桜島の存在感と、
それから、食べ物がとても美味しく、私は特に肉が
美味しいと感じました。トンカツは年に数回食べる
くらいでしたが、鹿児島に来て、過去３年分くらい
は食べたのではないかと思うほどです。また、ラー
メン屋が多いなと思います。ただ、まだ鹿児島のラー
メンには慣れていません。 
　鹿児島は、福岡と比べても観光地やアクティビティ
が沢山あり、これから車とかバイクなど何かの移動
手段を手に入れ、鹿児島の生活を充実させたいと思
います。 
　公私にわたって中央ロータリーの皆様にはご指導
いただければと思いますので、今後ともよろしくお
願いいたします。

地区研修・協議会の報告
■ 志賀　啓一
　青少年奉仕部門の分科会について報
告します。
　青少年奉仕部門では、インターアク
ト、ローターアクト、青少年交換、ラ
イラの各委員会があり、それぞれの事
業支援を行っています。先週の例会テー

池畠　泰光

　いよいよ６月に入り「水無月」と呼
ばれる梅雨期の頃となりました。
　田に水を引く時期であった事から水
無月と言われている様です。
　プロ野球界では明日からセ・パ両リー
グの交流戦も始まります。時の流れは
早いものです。歳を重ねると尚更月日が経つのが早
く感じられるのは日々の出来事に対して「ドキドキ・
ワクワク」を感じる感動がないからだそうです。
　我がクラブは現在 56 名の会員が登録されています。
年代別でいくとやはり 60 〜 69 歳代が最も多く 20 名。
70 〜 79 歳 10 名となっています。ご年長の方が多い
事は「権威や歴史」がありとても良い事ではあります。
その中に若い会員を増やしていき、会の活性化を進
めていく事がとても大事だと思います。
　令和の時代となり「AI」を取り入れた「ネット」
が急速に利用される時代となった事は皆さんご承知
の通りだと思います。その様な中でロータリークラブ
の今後の進め方も改革されていくのではないかと思

います。「プラスワンの考動〜インスピレーションに
なろう」をテーマに掲げて時代の変化を感じ取る、「風
の音」を知る鳥の目、「潮の流れ」を知る魚の目。そ
して「小さな事を見逃さない」虫の目が大事です。
　鹿児島市内においてサザンウインド RC 以来 22 年
ぶりに新設クラブの承認伝達式が今月開催されます。

「若い会員を中心」にした令和ロータリークラブが誕
生します。今までのクラブ運営とは異なり「例会日」

「会費」などにも工夫が見られる様です。ロータリー
の本分に「友情のネットワークを拡げてつながりを持
つ事」とあります。毎回例会に参加しなくてもクラ
ブ運営や活動が瞬時に分かる「マイロータリー」へ
の登録や「E クラブ」の入会など様々です。
　社会奉仕についてはグローバル補助金や、地区補
助金を使った活動も進めていかなくてはなりません。
中央 RC では西郷南洲翁の詩碑の建設も鹿児島市に建
立依頼を申し立て致しています。ロータリークラブ
は「みんなの為になるかどうか」のこの理念と覚悟
を持って、持続可能な行動で進めていかなくてはな
らないと考えています。
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６月 ロータリー親睦活動月間



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
入会式：小笹　貴之（こざさ　たかゆき）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：明治安田生命相互会社
　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島支社　支社長
　　　　　　　　　　　　職業分類：保険　所属委員会：親睦
誕生日お祝い：川路理幸君（23日）　池脇　剛君（30日）
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布　①月信（６月号）　②週報のみ
２）本日　新旧合同理事会　18：30〜
　　於：ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな
３）市内ＲＣ新旧合同会長幹事会開催
　　6/11（火）18：30〜　於：レンブラントホテル鹿児島
　　参加者＝池畠・加島・坂元・川路　各会員
４）第15回ロータリー日韓親善会議2019　9/28（土）12：30〜
　　於：仙台国際センター２Ｆ　大ホール・展示室
　　参加されたい方は、事務局まで。
５） ６月６日（木）の鹿児島北ロータリークラブの例会プログ

ラムはゲスト卓話から
　　会員卓話へと変更となりました。
５）６月のロータリーレートは110円です。（5月　112円）
６）ＲＣＣ例会　11：00〜　天文館松山通り　リンクビル９階
　　6/9（日）　指名出席者⇒池畠・加島　各会員
　　6/23（日）氏名出席者⇒池脇・吉村　各会員
７）次週例会プログラム
　　6/10（月）　・ゲスト卓話＝　Pay Pay㈱　萩原　隆介ＳＶ
　　　　　　　　・広報雑誌・ＩＴ委員会　＝友のみどころ
出席報告：出席委員会
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
　　　　　　　　一番ヶ瀬　達吉君

●鹿児島城西 RC　畠田　実君／本日は、メイキャプさせ
て下さい。宜しくお願い致します。
●池畠　泰光君／本日御入会されました小笹貴之君の中央
ロータリークラブへの新入会員として心より祝福を申し上
げます。前任の竹田君と同じくロータリーライフをお楽し
み下さいませ。
●丸元　貞夫君／①先々週末から３日間の鹿児島どてらい
市が此の不況ムードの中で、好天に恵まれまして大盛況で
した。大変嬉しく思います。②先週末で、弊社第 72 期決算
申告が無事終了しました。売上高 71 億８千万円也、経常利

益１億５百万円也と前期比若干の増収・減益でした。ホッ
として居ります。
●池脇　剛君／誕生日祝い有難うございます。北海道出張
の為、来週の例会と送別会は出席出来ません。小原さん、
新納さん、丸山さん、高橋さん、ご苦労さまでした。お元
気で！
●川路　理幸君／誕生日お祝いありがとうございます。い
くつになったか確認したくない心境です。
●プログラム委員会／久しぶりのラウンドテーブルで盛り
上がりました。是枝、村上、川畑、田中、稲留、宮脇、坂元、
橋元、加島、尾辻、10 名出席。

６月３日のスマイル　小計 19,732 円　2018 〜 2019 年度　累計 909,282 円

次回例会　令和元年６月17日（月）
次年度別委員会打ち合わせ
次年度委員長を中心に

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1940回例会 55名 39名 76.47%
前々回（５月20日）の補正 56名 37名 69.81%

新旧合同理事会
議　　　題
１） 6・7 月例会プログラム及び行

事予定 …………………… 承認
２）会計報告（別紙明細）
　①５月度試算表について
　② 年度末残金処理について（5

月末残金） ……………… 承認
　　・ 運営特別会計約 1,300,000 円
　　→ 交流特別へ 50 万、周年事

業へ 50 万振替、残りは運
営特別費とする。

３） 是枝　良実会員・丸山　修会
員・佐潟　隆一会員　退会届
について（添付資料）…… 承認

４）丸山　修会員送別会について
　→会長幹事慰労会において、花束を贈呈する。
５）会長・幹事記念品について
　→慰労会までに準備
６）次年度について（添付資料）
　①予算について……………………………………………… 承認
　②行事予定について………………………………………… 承認
　　・全般事項（夜間例会含む）　

　　・学習会　　
　　・ラウンドテーブル　　
　　・レディースデー例会
　③会費について　　　
　　→今年度もライラ分請求することで承認
７）セ釜山離就任式について　７月４日（木）〜６日（土）
　　 　 坂元会長ご家族３名・川路・池畠親子・加島夫妻・橋元夫妻・

椨・重久・川畑夫妻・岡部・竹添・キムさん・鶴田さん・
シンさん・有馬さん・岡部さん知人２名　22 名参加（予定）

　　 　 離就任式：2019 年７月４日（木）19 時〜　ゴールデンビュー
ヴュッフェ　14 階

８） 新ロータリークラブ「鹿児島アカデミーロータリークラブ
（仮）」創設について

　　→状況報告のみ、今後については検討中
９）会長幹事慰労会会費について
　　6/24　於：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店　19：00 〜
　　→ 会費 5,000 円（会員より 3,000 円徴収、例会費として 2,000

円支出）
10）その他
　①次回定例理事会について
　　2019 年７月１日（月）　13：30 〜　開聞
　②次年度お誕生日・結婚御祝品について
　　→結婚記念日：はいから亭 2,000 円商品券
　　　誕　生　日：山形屋の商品券 2,000 円分

会議名
場　所

新旧合同理事会
ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな

日　時 令和元年６月３日（月）
例会後〜

出席者 　青﨑　彰・　小福田博
◎池畠泰光・◎加島　繁
◎橋元　隆・○竹添　寛
◎田中和俊・　松元まや
　前迫　実・◎坂元直人
◎川路理幸・○宮脇謙舟
○志賀啓一・○丸山健太郎

欠席者 ○岡部龍一郎・○吉田健朗
　中間貴志・◎高岡和也
　是枝良実
◎新旧理事・○新理事
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マでもありましたが、インターアクト、ローターア
クトクラブは年々減少傾向にあり、なんとかして支
援をしていきたいということでした。ただ、社会が
複雑化してきた現代において、将来ロータリアンと
なる人材を育てるのか、学生を含めた若者の能力開
発をするのか、どこに重点をおくかによって、組織
のあり方も変えなくてはならないと感じました。
　一方で、今回の 2019 年国際ロータリーの定款変更
によって、ローターアクトクラブをロータリークラ

ブとみなすことができるようになったそうです。国
によっては若者が積極的に行動し、いわば青年部会
のような形で活性化しているのだと感じました。
　また、青少年を対象とした事業においては、保険
加入の有無や責任の所在の明確化などの懸念事項が
あるため、危機管理委員会と連携し、事業を行う際
の留意点も発信していくということでした。本クラ
ブでも沖縄の高校生との交流等の際には注意しなく
てはと思いました。


