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レディースデー例会
ミニコンサート 65.31%

　みなさん、こんにちは。７月４日に開催さ
れましたセ釜山ロータリークラブの離就任式
典に参加して来ました。
　前日が記録的な大雨に見舞われ、参加が
大変危ぶまれたのですが、総勢 20名で記念
式典に参加をすることができました。先ずは
この場を借りまして、御同行頂きました会員
の方々に深く御礼の意を述べさせて頂きます。
　昨年は副会長という立場で２回セ釜山ロータリークラブを訪
問し、セ釜山ロータリークラブが来鹿された際も交流を深めさ
せて頂きました。
　昨年来、自らが主体的に行動することの重要性を感じるよう
になっておりまして、その趣旨を式典の挨拶で述べましたとこ
ろ、セ釜山ロータリークラブの皆様方にも共鳴してもらったよう
に感じております。
　今回の離就任式典に参加する前は、この重大イベントは大変
重荷に感じ、我がクラブとの長年の交流に些かでも悪い影響を
与えやしないかと大変プレッシャーを感じておりました。
　ところが、我々が鹿児島の記録的な大雨を乗り越え、セ釜山
ロータリーを訪問したことにつきまして、セ釜山ロータリークラ
ブの皆様方は大変感激され、今回も大層な歓待を受けました。

　我がクラブとセ釜山ロータリークラブとの関係につきまして
は、重鎮の梁（ヤン）さんと、現会長の孫（ソン）さんが述べ
られた挨拶の一言に集約をされると思いますので、この場でご
紹介をさせて頂きます。
　梁さんは「日本と韓国の政情は現在、大変な緊張状態にあり
ます。ただ、我がクラブと鹿児島中央ロータリークラブとの絆
と友情には些かの影響を与えるものではありません」と述べら
れました。
　孫会長は「セ釜山ロータリークラブの40周年記念誌を作成
中、大阪の梅田のロータリークラブとの交流が途絶えってしまっ
たことが分かりました。鹿児島中央ロータリークラブとは今後
も末永く交流を続けることが大事だと思います」と述べられま
した。
　セ釜山ロータリークラブの皆様方は、今年度中に鹿児島を訪
問したいという意向を示されておりますので、セ釜山ロータリー
クラブの皆様方が来鹿された際は、皆さんのご協力を頂きなが
ら交流を更に深めたいと思っております。
　今回の離就任式典を訪問して感じましたのは、我がクラブの
先輩方が長年に渡ってセ釜山ロータリークラブとの交流を継続
されて来たことが現在の両クラブの友好関係に繋がっているの
だということです。この場を借りまして、我がクラブの先輩方
のご努力に対しまして深く敬意を表させて頂きます。
　以上で会長の時間を終わります。
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会員卓話＝「釜山訪問報告」
■ 坂元　直人
　ヨロブン　アンニョンハシムニカ（みなさん、こんにちは）
　オルへ　カゴシマジュンアンロータリークラブエソ　
フェジャンウルマッケデンサカモトイムニダ（本年度、鹿
児島中央ロータリークラブの会長を務めさせて頂きます坂
元です）
　ヨロブンドゥルグァ　オレンマネ　マンナベプケデオ　
デダニ　ヨングァンイムニダ（皆さんと久しぶりにお会い
できて、大変光栄に思っております）
　チェガ　ウェウン　ハングゴヌン　ヨギカジイムニダ（私
の覚えたハングル語はここまでです）
　ダウメ　マンナベプケデヌン　ナレヌン　ドウク　ユ
チャンハゲ　ハングルゴグ　マラルス　イッドロク　ノ
リョカゲッスムニダ（今度、お会いさせて頂く際はもっと
流暢にハングル語を話せるよう努力します）
　チグムブトヌン　イルボノロ　マラゲッスムニダ（以下、
日本語で話をさせて頂きます）
　７月１日から鹿児島は記録的な大雨に見舞われました。
新幹線や飛行機での移動に重大な懸念があったのですが、
無事にこの場に参加をできましたことを先ず、ご報告させ
て頂きます。
　本日、貴クラブの離就任式典に総勢 20 名で参加させて
頂きました。池畠直前会長と加島直前幹事をはじめ、貴ク
ラブの会員と長年に渡って交流を続けて来られた主要メン

バーが今回参加して下さっております。
　私は、平成 20 年４月に鹿児島中央ロータリークラブに入
りましたが、47 歳のまだまだ若輩者であり、会長職を今回
担わせて頂くことに大変なプレシャーを感じております。
　歴代の鹿児島中央ロータリークラブの会長にとりまして、
貴クラブの離就任式典が会長就任当初の重要行事に位置付
けをされます。就任当初の重要行事でありますが故、本日
の貴クラブの離就任式典が成功裏に終わりますと、我がク
ラブの本年度も良いスタートダッシュがきれることになり
ます。
　私に取りましては本日の離就任式典が盛大に開催され、
貴クラブのメンバーと鹿児島中央ロータリークラブのメン
バーが友情と絆を更に深めて頂く機会になりますことを心
から希望をさせて頂きます。
　私は、昨年７月に実に６年ぶりに貴クラブを訪問させて
頂きました。６年前は川畑会員が会長を務められた年度で
あり、私は幹事として訪問をさせて頂きました。そして本
年の１月に貴クラブの 40 周年記念式典に家族全員で参加を
させて頂き、本年の３月に貴クラブのメンバーの方々が鹿
児島を来訪され、交流を深めさせて頂きました。
　昨年来、感じておりますのは、自らが主体的に行動し、
直接交流を持つことの重要性についてです。本日のように、
我がクラブのメンバーと貴クラブのメンバーが直接顔を合
わせ、食事と酒を伴にし、語らい合い、触れ合うことが交
流を深めるために最も重要であると感じるようになりまし
た。

坂元　直人



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：「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
【第2730地区からの委嘱状伝達】
海江田　順三郎君⇒地区諮問委員会委員
椨　茂吉君⇒危機管理委員会委員、米山学友委員会委員長
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　①ロータリーの友　７月号　②新入会員候補
者用紙　③ポスター　④週報綴り　
　　③④は退出時にお持ち帰りください。
２）配布しております新入会員候補者
　　・春山　慶次郎様【是枝会員　後任】
　　　⇒株式会社南日本保証センター　代表取締役
　　・下　隆治様【佐潟会員　後任】
　　　⇒株式会社南日本新聞社　取締役
　　・園田　剛介様⇒園田陸運株式会社　代表取締役社長
　　�　�入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹

事までお申し出ください。
　　�　�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下さい。

３）RCC例会　7/14(日)　　指名出席者→橋元、濵上、栫
　　7/28（日）　�指名出席者→宇都、村上

４）次回例会について
　　7/15（月）　祝日の為休会
　　7/22（月）　�レディースデー例会　ミニコンサート「弦楽

四重奏の調べ」
　　　【ヴァイオリン】　今林　吹音様、中堂園都乃様
　　　【ヴィオラ】木佐貫　茜様
　　　【チェロ】有村　航平様
出席報告：出席委員会　
　　　　　前年度ホームクラブ100％出席表彰⇒加島　繁君
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：2018-19年度決算報告　前年度会計　田中　和俊君
監査報告　会計　橋元隆君
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：会員卓話＝「釜山訪問報告」
　　　　　　　　　坂元　直人君、川路　理幸君

●坂元　直人君／７月４日に開催されましたセ釜山ロータリークラブの
離就任記念式典に総勢 20名で参加をして来ました。御同行頂きました
会員の皆様に対して深く感謝の意を述べさせて頂きます。ありがとう御
座いました。また、快く金（キム）さんの御同行をお許し下さった川畑
会員にも感謝の気持ちをお伝えすべく、スマイルさせて頂きます。
●石塚　俊雄君／新年度初のビッグイベントセ釜山RCの離就任式に
出席された坂元会長、川路幹事以下会員の方々本当にご苦労さんでし
た。昨今日韓関係は政治はおろか経済迄険悪な状況になりつつありま
す。このような時こそ民間友好交流が唯一の希望となります。ロータリー
精神の普遍性で繋がった我がクラブとセ釜山RCとの交流は今後増々
重要になると思います。
●橋元　隆君／７月２日に、前年度の会計監査を田中さんと行いまし
た。適正に処理されている事を報告するとともに、謝礼金をいただきま

したので、その分スマイルさせてもらいます。
●川畑　英樹君／先週の大雨で私の自宅付近の和田川が氾濫してしま
い、私の家まで迫る勢いでしたので、３日の日は桜ヶ丘の息子の所へ
避難しました。氾濫の様子が全国ネットで放送されて、あちこちの知り
合いから電話がありました。そういうことで、釜山行きをドタキャンし
て訪問団の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。自宅の方はギリギリ
セーフでした。
●加島　繁君／直前幹事として、前会長、各委員長、会員の皆様には
一年間お世話になりました。セ釜山ロータリークラブ会長・幹事就任式
も無事に終わり、坂元・川路年度もいいスタートをきれました。一年頑
張って下さい。出来る事はご指示下さい。協力します。今回は前年度
ホームクラブ100％出席表彰をいただき感謝しています。月曜日は昔か
ら学校、会社へは行きたくないという病気が時々出ていましたが、大分
成長しているのではないかと思います。ありがとうございました。

７月８日のスマイル　小計 30,000 円　2019 〜 2020 年度　累計 74,000 円

次回例会　令和元年７月29日（月）
クラブ協議会

「ガバナー公式訪問前のクラブ協議会」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1945回例会 53名 32名 65.31%
前々回（６月２４日）の補正 53名 38名 71.7%

定例理事会議事録
議　　　題
１）�７・８月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）・・承認

２）会計報告（別紙明細）
　⑴ �2019-2020 年度予算について
次回理事会資料に添付

　⑵６月度試算表について
３）�情報集会日程・テーマについ
て

　日　程：８月 19 日（月）～ 30 日（金）
　テーマ：�「ライラ」もしくは「増強」⇒後日決定
４）新入会員候補者にいついて・・・・・・・・・・・・承認
５）納涼家族会について・・・・・・・・・・・・・・・承認

　日程：2019 年８月３日（土）　18：30 ～
　場所：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
６）2019-20 年度　年輪会開催について⇒保留
７）�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⇒準備委員会発足について承認
８）その他
　⑴次回理事会について・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　2019 年 7 月 29 日（月）　例会終了後　於：開聞
　⑵忘年家族会日程変更について・・・・・・・・・・・承認
　　2019 年 12 月 14 日（土）→ 2019 年 12 月 7 日（土）へ変更
　⑶学習会について・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　・学習会はラウンドテーブル前に行う
　　・学習会はメーキャップになる
　　・学習会参加者のみ（入会３年未満）1,000 円の補助
　　・ラウンドテーブル担当委員会が案内も行う

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和元年７月１日（月）
例会後〜

出席者 坂元直人・川路理幸
加島　繁・高岡和也
橋元　隆・田中和俊
宮脇謙舟・吉田健朗
志賀啓一・丸山健太郎
竹添　寛・池畠泰光

欠席者 岡部龍一郎
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　これまで仕事に忙殺され、昨年７月の来訪まで６年間も
の長きに渡ってお伺いを出来なかったことにつきましてこ
の場を借りてお詫びを申し上げさせて頂きます。
　お詫びの品というわけではございませんが、本日は鹿児
島の数ある芋焼酎の中でも希少価値の高い「魔王」という
焼酎を持参致しました。貴クラブへ私より寄贈させて頂き
たいと思いますので、貴クラブの本年度の何かの行事の際
にご使用を頂ければ幸いです。「魔王」はロックで飲むのが
一番美味しい飲み方になり、お湯割りには余り適しており
ませんので、念のためお伝えをさせて頂きます。
　昨年、貴クラブを訪問させて頂きましてから、韓国に大
変興味を持つようになりました。韓国のドラマである「記
憶～愛する人へ」も全て見ましたし、「弁護人」「アジョシ」

「国際市場で逢いましょう」等の映画も見ました。私の個人
的な感想は、韓国のドラマや映画は役者の演技、ストーリー
展開、映像技術等の何れもがすぐれており、ここ近年で日
本で同じレベルのドラマや映画は作られていないのではな
いかという印象すら持っております。
　貴クラブの皆様方と今後とも末永く交流を続けさせて頂
くとともに、私どもとしても皆様方より韓国の優れた芸術、
音楽、映像、文学作品等をご紹介頂くなどし、両クラブが
友好を更に深め合うことを願って止みません。
　本日はこのような記念すべき場にご招待を頂きましたこ
と、心から感謝を申し上げまして、私の挨拶とさせて頂き
ます。
　ありがとうございました。


