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　みなさん、こんにちは。今日の会長
の時間はセ釜山ロータリークラブのソ
ン・サンミン会長とのやり取りについ
てお話しをさせて頂きます。
　セ釜山ロータリークラブの方々が今
年の３月 17 日に鹿児島を訪問されまし
た。私も副会長としてゴルフも懇親会
も出席をさせて頂き、懇親会は二次会まで出させて
頂きました。
　この二次会の席で、本年度のソン・サンミン会長か
ら私と LINEの交換をしたいという話が出まして、川
畑会員の会社の従業員であるキム・ナムス君に私と
ソン・サンミン会長の LINEの交換と設定をしてもら
いました。
　私はスマートフォンには全く無知なのですが、今の
機械の優秀さには舌を巻くばかりです。たまにソン・
サンミン会長から LINE が送信されてくるのですが、
向こうが韓国語で書いた文章が自動的に日本語に翻
訳され、私が日本語で書いた文章が自動的に韓国語
に翻訳をされてお互いの意思疎通が可能になります。
　皆さんもご存知の通り、日本と韓国の政情は現在、
とても不安定な状態にあり、ソン・サンミン会長も
この点を非常に気にされておられるようです。
　ソン・サンミン会長から私の LINEには最近、以下
の文章が入りました。
「坂元会長、蒸し暑い夏にいかがお過ごしですか。夏
の暑い天気のように韓国と日本の間の政治的争点が
熱いようです。どうかこの困難が早く終わって、良
い雰囲気が形成されて欲しいです。一歩ずつお互い
に譲歩して友好が増進すれば良いのに、これに反す
る政治をする人たちがいることが惜しいです。」
　私はソン・サンミン会長の文章に感じ入るものが
ありまして、かなり長文の返事を送りました。

　全文を紹介すると会長の時間に収まり切りません
ので、一部をご紹介させて頂きます。
「今回の政治の問題は既に色々なところに影響が出て
いますが、両国の首脳が賢明な対応を取ることを祈
りたいと思います。このような時こそ今まで以上に
交流しましょう。貴クラブより記念式典の冊子等が
届きました。ありがとうございます。皆さんとの再
会を楽しみにしております。」
　ソン・サンミン会長は私の返事に共感をして下さっ
たのか、以下のような返事が来ております。
「私も私たちが再会する日を指折り数えて待っていま
す。そして坂元会長の言葉のようにこんなに難しい
時だからこそ私たちが今まで以上に交流しなければ
ならないと思います。両国首脳が賢明にこの問題を
解決することを私も祈っています。」
　ロータリーで政治に繋がる事柄を語ることは個人
的には好ましくないと思っておりますが、セ釜山ロー
タリークラブと姉妹盟約を結んでいる以上、ソン・サ
ンミン会長とのやり取りを皆様方にご紹介するのは
必要な事だと思い、会長の時間でご紹介をさせて頂
きました。
　今回、ソン・サンミン会長と LINEというツールを
通してやり取りをして感じましたのは、相手の立場
に強い思いを込めることの重要性についてです。
　LINE という文章上のやり取りではありますが、相
手の事を思いやり、自分の考えを素直に伝えれば、相
手はこちらが思っている以上の共感を示してくれま
す。
　おそらく、当クラブがセ釜山ロータリークラブと
35 年以上の長きに渡って友好関係が築けて来ている
のは先人の方々が相手の立場に立ち、相手を思いや
る対応を継続されて来た結果だろうと今回深く感じ
た次第ですので、ご紹介をさせて頂きます。
　以上で、本日の会長の時間を終わらせて頂きます。
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■ 小笹　貴之
　鹿児島中央ロータリーに６月からお
世話になっておりますが、改めて自己
紹介をさせていただきます。私は、昭
和 47 年生まれの 47 歳。長崎県長崎市
出身で、大学からは東京に上京し、以後、
富山、静岡とそれぞれ３年間の勤務は
ありましたが、基本的には東京勤務。
　今回、ご縁があり、鹿児島で仕事をすることができ
非常にうれしく思っています。鹿児島は、食べ物もお
酒もおいしく、温泉や自然、そして何よりも人間性
にあふれた鹿児島での単身赴任住まいもすっかり楽

しませてもらっています。家族は、妻と浪人中の長男、
高校２年生の長女の４人家族で、妻の実家の近くの
神奈川県鎌倉市に居を構えています。
　趣味は、スポーツ観戦・応援で、野球は「阪神タイ
ガース」、サッカーは会社でも応援しているＪリーグ
の「鹿児島ユナイテッドＧＣ」、ゴルフは会社の所属
でもある「勝みなみ」選手を応援しています。加えて、
健康増進の観点から、朝と晩に時間があれば甲突川
沿いを 30 分程度ウォーキングやスロージョギングを
しています。12 月の桜島マラソン５キロコースの完
走をまずは目標にしています。
　仕事は高柳さんと同じ生命保険で、日ごろは県内
11 拠点を訪問しながら管下のメンバーやお客さまと
楽しく仕事をさせていただいています。

会員卓話「新入会員自己紹介」

９月 基本的教育と識字率向上月間
／ロータリーの友月間

坂元　直人



ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ビジター紹介：鹿児島ＲＣ　石岡　美奈子様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」　　　
会長の時間：会長　坂元　直人君
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　　週報のみ
２）地区大会のご案内（8/21fax済）
　　地区大会⇒日時：令和元年10月5日（土）～6日（日）
　　　　　　　於：シーガイアコンベンションセンター
　　※�出欠回答が未だの方は、8/30（金）までに事務局までＦ

ＡＸにてお知らせ下さい。
３）�鹿児島東ＲＣ　クラブ合同例会　9月9日（月）18：30～　
山形屋１号館７階社交室

　　※�出欠回答が未だの方は8/30（金）までに事務局までお知
らせください。

４）�本日学習会、ラウンドテーブル開催　18：30～　ごはんの

じかんinatome　担当：青少年委員会
５）�次週　9/2（月）例会　「情報集会報告」／友の見どころ＝
広報雑誌・ＩＴ委員会

　　例会終了後　定例理事会開催　開聞にて
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
　　　　　　　　小笹　貴之君、下　隆治君、園田　剛介君

●池畠　泰光君／ 24 日夜の錦江湾サマーナイトク
ルージングは天候の心配がされましたが、開催中は雲
をつんざく 130連発に鹿児島の夏の風物詩の４尺玉で
幕を閉じました。弊社クイーンズしろやま遊覧船にも
東京や大阪からの乗船客も来られて大盛況でした。丸
山氏のMBCラジオからも花火の実況放送があり最高
でした。又本日はごはんのじかんに於いて令和元年初
の学習会（ロータリーの歴史を学ぶ）を開催致します。
会費は 3,000 円メーキャップ付きと云うプレミアムも

付いています。多数の会員ロータリアンの出席をお
願い致します。
●志賀　啓一君／本日のラウンドテーブル及び勉強
会は青少年委員会担当です。あわせて情報集会補習
（？）もあります。多くの参加おまちしています。
●濵上　直軌君／誕生日祝いありがとうございまし
た。お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。今
後ともよろしくお願いします。
●情報集会／８月 21 日情報集会、１・２・３班スマ
イルいたします。

８月 26 日のスマイル　小計 20,041 円　2019 〜 2020 年度　累計 191,422 円

次回例会　令和元年９月９日（月）
鹿児島東RCクラブ合同例会

18：30〜　山形屋１号館７階社交場

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1950回例会 54名 40名 76.92%
前々回（８月５日）の補正 54名 48名 92.31%
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　この鹿児島中央ロータリーでも皆さんと公私にわ
たり仲良くさせていただければと思いますので、ご
指導のほどよろしくお願いいたします。

■ 下　隆治
　南日本新聞社の下隆治と申します。
自己紹介の機会をいただき感謝申し上
げます。昭和 39 年９月 16 日生まれ、
辰年乙女座O型で、妻一人、子どもは
一姫二太郎です。50 歳前からマラソン
を始め、菜の花、青島太平洋など経験し、
今年の鹿児島マラソンでは、黒毛和牛、イベリコ豚汁、
あご肉など、“エイド完食”も達成しました。
　小中高と剣道を続け、大学卒業後は都内電機メー
カーに就職しましたが、ふつふつと湧き上がる地元愛
に逆らわず南日本新聞社を受験、入社いたしました。
主にプログラム開発やシステム構築に携わりました。
現在は販売、NIE、総合メディアを担務としています。
　平成７年にロータリー財団 GSE の一員として、米
バージニア州で勉強させていただきました。当時動
き始めた電子新聞をリッチモンドタイムス社などで
研修しましたが、ネット環境も含め、その後の普及
はあっという間でした。7600 地区大会ではハンドベ
ルで米国歌「星条旗」、「上を向いて歩こう」を演奏、
大喝采をいただいたことを覚えています。
　若い頃、勉強の機会をいただいたロータリークラ
ブに恩返しができるよう、五大奉仕理念のもと社会
貢献できるよう尽力いたします。ご指導よろしくお
願いします。

■ 園田　剛介
　7 月よりお世話になります。園田剛
介です。
　昭和 52 年生まれの鹿児島県垂水市出
身で現在 42 歳です。妻と息子が二人、
娘一人の五人家族になります。

　趣味はスポーツ観戦で野球・ゴルフ・格闘技ほぼ
何でも観戦します。
　高校卒業までは垂水で過ごし、毎日桜島を見なが
ら生活をしておりました。
　幼稚園から空手を始め高校を卒業するまでの 13 年
間道場と部活で稽古を積んでいました。空手で学ん
だことは、礼節、集中力、度胸であったと思います。
　野球・サッカーをしたい気持ちもありましたが、今
となっては空手に打ち込んだ 13 年間は人生において
貴重な時間であったと思っています。
　大学では花の東京生活を思い描いて上京しました
が、入学時より男子学生寮に入寮し、押忍の精神と
お酒の飲み方を徹底的に叩き込まれました。
　卒業後は京都の食品問屋へ就職し関連事業である
宅配ピザ店舗へ配属され、摂津店、尼崎店の店長を
経験しました。店舗運営をすることにより、店舗の
計数管理、シフト管理、アルバイトへのマネジメン
トなど社会人としての礎を築けたと思います。（今で
もピザは生地から作れます。）
　その後家業である園田陸運へ入社し、大型長距離
輸送から食品のトータル物流企業への事業転換に携
わりました。現在の事業は倉庫保管～受発注～配送
までの一括物流受託をメインとしています。昨年創
業 60 年を迎え更なる飛躍を目指しスタッフ一丸とな
り事業に取り組んでいます。
　この度ご縁があり、中央ロータリークラブに入会
することができました。まだまだ人間的にも足りな
いところばかりですが、謙虚さと明るさを忘れずに
活動してまいりますので、ご指導のほど宜しくお願
いします。

新メニュー


