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ガバナー公式訪問 82.35%

　みなさん、こんにちは。本日は有薗ガ
バナー補佐をお迎えしております。今日
は、後の方でガバナー公式訪問前のクラ
ブ協議会も予定されております。有薗ガ
バナー補佐のご指導も頂戴しながら有意
義なクラブ協議会になればと考えており
ます。
　来週が喜島ガバナーの当クラブの公式訪問日となって
おり、出来るだけ多くの会員に例会に参加してもらい、
喜島ガバナーをお迎えしたいと思っております。
　今日は何を話そうか少し迷ったのですが、ＰＥＴＳで
地区から頂戴しました「ロータリーの歴史に学ぶ」とい
う書籍をほぼ読み終えましたので、この書籍から感銘を
受けた箇所について触れながら会長の時間とさせて頂き
たいと考えております。
　ロータリーが誕生したのは1905 年２月23日であり、
誕生した場所はアメリカのシカゴになります。1905 年と
いうと、日本は日露戦争の渦中にあり、日本海海戦でバ
ルチック艦隊を撃破した年になります。
　1905年頃のシカゴの商業主義は、「仁義なき競争」「他
人にやられる前にやれ」等の他人のために善行を行うど
ころか、悪行を行う風潮があり、毎日毎日が食うか食わ
れるかという人間の本能をむき出しにした状態が最高潮
に達していた時期になります。
　ロータリーの創始者であるポールハリスがシカゴに
やって来たのは、1896 年２月ですが、この頃のポールハ
リスは人々が私利・私欲や競争の虜になっている姿を目

の当たりにして、孤立感を深めていたようです。
　そのような極度の競争社会の中にあっても善行を行う
少数の方々がおり、ポールハリスがロータリークラブの
構想を頭に描いた背景には、私利・私欲や競争の虜にな
らない、善行を行う少数の方々の存在があったようです。
　このようにロータリーが誕生した背景には、行き過ぎ
た競争という資本主義の極限に対するアンチテーゼがあ
り、かかるアンチテーゼから現在のロータリーの考え方
が生まれたのだという理解を致しました。立ち上がって
間もない時期のロータリーの中枢メンバーにアーサー・Ｆ・
シェルドンという方がおられます。この方はポールハリス
と同い年の方で、ミシガン大学経営学部を出られたエリー
トで、シカゴにおいてビジネススクールを設立した方に
なります。このシェルドンという方は大変に頭脳明晰な
方で、草創期のロータリーの理論的な支柱を築かれた代
表的な方に位置付けをされます。
　シェルドンが1913年にスピーチをされた内容に非常に
感銘を受けましたのでご紹介をさせて頂きます。
「ロータリアンの職種が何であれ、そこでは支払われたお
金に相当する正しい量、正しい品質を提供し、企業管理、
サービスも正しく、それに伴う信用も満足度も正しいも
のでなければなりません。それによって顧客はリピーター
になり、企業が成果を上げるようになるのです。」
　現在のロータリーの「最も良く奉仕する者、最も多く
報いられる」に繋がるスピーチであり、現代の社会にお
いても商売の鉄則になる考え方だと理解しており、今後
の仕事の取り組み方に生かさないといけないと思った次
第です。以上です。
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■ 春山慶次郎
　皆さん、こんにちは。㈱南日本保証
センターの春山と申します。
　この度は自己紹介の機会を頂きあり
がとうございます。
　私は昭和 34 年２月 25 日生まれの還
暦を迎えた 60 歳であります。出身は
鹿児島県姶良市で、現在も姶良市に住んでいます。
　家族は妻と長男、長女の４人ですが、長女は３年
前に結婚し現在は３人と柴犬１匹で暮らしています。
　今年６月で 36 年間勤務しました南日本銀行を退職

し、南日本保証センターの社長として就任いたしま
した。
　銀行員時代は 11 回の転勤をして 32 年間を営業店
の現場で過ごしてきました。全ての支店でいい思い
出があり、仕事としてつらかった事もありましたが、
お客様や行員に救われ助けられて無事退職すること
ができました。今でも当時のお客様とは連絡を取ら
せて頂いており、私の貴重な財産となっております。
　趣味は家庭菜園とゴルフです。家庭菜園は 10 年程
前から自己流でやっています。年々失敗の経験を積
み重ね今では季節毎に自給できるレベルまで生産能
力は向上しています。今後の目標は肉、魚を除いて
の完全自給体制をつくることです。

新入会員自己紹介

８月 会員増強・新クラブ
結成推進月間

坂元　直人



ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：７
ビジター紹介：鹿児島市内グループ　ガバナー補佐
　　　　　　　鹿児島RC　有薗　純一様
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
入会式：春山　慶次郎（はるやま　けいじろう）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：株式会社南日本保証センター　代表取締役　
　　　　　職業分類：信用保証　　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　　①週報　②週報綴り　
　　�　�②は受け取られていない方のみ、退出時にお持ち帰りく

ださい。
２）情報集会開催について
　　期間：8月21日（水）、29日（木）
　　テーマ「未定」
３）市内ＲＣ会長・幹事会　8/6（火）18：30～
　　鹿児島東急REIホテル
　　参加者⇒会長　坂元　直人君、幹事　川路　理幸君

４）本日定例理事会　開催　例会終了後　開聞にて
５）次回例会について
　　8/5（月）　喜島ガバナー公式訪問・100％出席例会
　　　会場：山形屋１号館７階　社交室
　　　会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事懇談会　11：15～12：15
　　　例会　12：30～13：30
　　　記念写真撮影　　13：30～13：50
　　　クラブフォーラム　13：50～14：50
　　8/12（月）　クラブ定款に基づき休会
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
　　　　　　　　春山　慶次郎君

●坂元　直人君／春山慶次郎様の当クラブへのご入会を心よ
り歓迎させて頂きます。ご活躍を期待しております。
●丸元　貞夫君／是枝さん後任の春山さん、稲葉さん後任の
大迫さん、御２人の新入会を心から喜んで居ります。今後の
RC会員としての、御活躍を祈念致します。
●竹添　寛君／春山慶次郎さんの入会を心から歓迎します。
ロータリーライフをエンジョイする事を期待します。本日は少し

だけ早く退席しますのであわせてスマイルします。
●松元　まや君／週末は娘とよしもと新喜劇を観に行って、た
くさん笑ってきました。笑うのはストレス発散になっていいです。
来週は100％出席例会ですので、皆さん出席のほどよろしくお
願いします。
●村上　剛君／私事ですが、昨日「第33回　桜島錦江湾横断
遠泳大会」に出場し、無事 4.2km完泳しました。あまり誉めて
くれる人がいないので、報告いたします。

７月 29 日のスマイル　小計 14,000 円　2019 〜 2020 年度　累計 100,000 円

次回例会　令和元年８月19日（月）
ゲスト卓話＝島津　義秀様

「義弘公没後400年によせて」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1947回例会 54名 42名 82.35%
前々回（７月８日）の補正 53名 37名 75.51%

定例理事会議事録
議　　　題
１）�８・９月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）・・承認

　9/9（月）…�鹿児島東 RC合同例
会について

　18：30 ～山形屋　社交室
　会費：�3,500 円（徴収 2,000 円＋

クラブより一人 1,500 円支
出）

２）�会計報告（別紙明細）・承認
　⑴ �2019-2020 年度予算について（修正分）
　⑵７月度試算表について
３）新入会員候補者について・・・・・・・・・・・・・承認
　氏名：畑野　昌作（はたの　しょうさく）　S43.7.1

　勤務先：畑野労務管理事務所　所長
　推薦者：坂元　直人
４）�忘年家族会日程再変更について・・・・・・・・・・承認
　　2019 年 12 月７日（土）　→　2019 年 12 月 21 日（土）
　　於：ジェイドガーデンパレス
５）�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）」第 1回準備委員会報告
　　⇒　市内クラブ会長幹事会で経過報告をする：加島副会長
６）その他
　⑴次回理事会について・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　2019 年９月２日（月）　例会終了後　於：開聞　
　⑵稲葉会員からの寄付金⇒周年事業費へ
　⑶情報集会について⇒６班を２組にわけて指定した日程で開催
　⑷学習会について⇒メーキャップ、1000 円補助は全員対象。
　⑸８月５日ガバナー公式訪問例会
　　ゲスト・鹿児島大学から伊牟田様、他総務の方 1名。

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和元年７月29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
池畠泰光　

欠席者 岡部龍一郎・竹添　寛
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　又、ゴルフは奥が深すぎてなかなか上手くなりませ
ん。少しスコアがよくなると全く練習せずに次にコー
スに出たらすぐにスコアは元にもどります。練習を
継続的にすることが大事と悟り、飲み会がない時に
は自宅近くのゴルフ練習場で夜１時間程度練習する
のが日課となっています。ゴルフの目標はどんなに
調子が悪くても 80 台を維持できることです。
　他にもいろいろと挑戦したい事もあり、60 の手習

いで好奇心を持って取り組んでいきたいと思ってい
ます。
　最後になりますが、鹿児島中央ロータリークラブ
に入会でき本当にうれしく思っています。諸先輩方
のご指導を仰ぎ、ロータリークラブを通じ社会、地
域に貢献していきたいと思います。今後ともよろし
くお願いいたします。

ガバナー補佐：有薗　純一様 出席報告


