クラブの歴史と伝統を継承しつつ 新しい風を吹かせよう
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本 日 の
プログラム

鹿児島東 RC

基本的教育と識字率向上月間

９月 ／ロータリーの友月間

クラブ合同例会

前回例会出席率

82.35%

いた手紙の事を指すと思います）並びにご香料を賜
りましてご芳情のほど厚くお礼申し上げます。
主人は昨年の３月に食道がんが見つかりまして放
みなさん、こんにちは。先週に引き
射線化学療法で今年の７月まで頑張って参りました。
続きまして、最近、会長として行った
幸い痛みがなかったので、最後まで家で過ごす事が
執務に関するご報告をさせて頂きます。
できました。
我がクラブと友好ロータリー盟約を結
元気な時は鹿児島に何度かお邪魔致しました。私
んでいる会津若松西ロータリークラブ
も二度ほど一緒にお伺い致しました。
の山田真司幹事から訃報の連絡が本年
鹿児島中央ロータリークラブの皆様方は大変、暖
７月 31 日に FAX にて届きました。
亡くなられたのは 2012 年～ 2013 年度の会津若松 かな良い方々でした。本当に楽しい思いをさせて頂
西ロータリークラブの会長を務められた相田政男様 きました。その後も主人とよく鹿児島のお話しを致
しました。本当に素晴らしい思い出を作って頂きあ
になります。76 歳でこの世を去られました。
2012 年～ 2013 年度というと私が川畑会長年度で幹 りがとうございました。
ご香典ですが、主人が生前からお気持ちだけ頂き
事を担当していた年度であり、相田政男様ともお会い
しているはずですが、正直、お顔が浮かんで来ません。 たいと申しておりました。大変、申し訳ありませんが、
当クラブの重鎮の方々は深く交流をされておられ ご香典はご辞退させて頂きます。本当にありがとう
たと思い、亡くなられたという話を聞いて、色々な ございました。
時節柄、御身体を大切になされますようお願い致
思い出が浮かぶ方もおられると思います。
７月 31 日に訃報の FAX を頂戴したのですが、年 します。かしこ。
令和元年８月 12 日 相田京子 鹿児島中央ロータ
度始まったばかりのバタバタで、対応が遅くなって
リークラブ 会長 坂元直人殿」
しまい、弔電や供花をしそびれてしまいました。
以上が相田京子様が書かれた手紙になります。私
何もしないわけには行かないと思いまして、私は
当クラブを代表して丁重なお手紙をしたため、１万 はこの手紙を読みまして、相田政男様ご夫妻が過去
円の香典を同封して会津若松西ロータリークラブに に何度か当クラブを訪問され、良い思い出を作られ、
その良い思い出をその後もご夫婦で大切にされて来
送付をしました。
ところが、最近になりまして香典が相田政男様の たことに大変感銘を受けました。
おそらく相田京子様は、亡くなられたご主人と鹿
奥様から事務局の方に送り返されてきまして、当初
香典が送り返された報告を事務局から受けた際、相 児島を訪問された際の良き思い出を今後の残りの人
田政男様のご家族に大変な失礼をしたのではないか 生を歩まれる際の一つの礎にされていかれるのでは
ないかと思われまして、我がクラブの先輩方がされ
と気を揉んでおりました。
送り返された封筒の中には相田政男様の奥様が直 てきたこれまでの交流につきましては、大変に価値
筆で書かれた手紙が同封されており、この手紙を読ん があるのではないかと思いました。
手紙の方は事務局にお返ししておきますので、お
で安堵しました。とても、素晴らしい手紙でしたので、
本日の会長の時間でご紹介させて頂きたいと思いま 読みになられたい方は是非お読み頂ければ幸いです。
今年度の行事につきましても、相田京子様のよう
す。
以下、私の方で若干の校正を加え、全文を読ませ に関係した方々に良き思い出が作れるよう精進をし
ていかなければと改めて思った次第です。
て頂きます。
以上で会長の時間を終わります。以上です。
「拝啓、大変、暑い日が続いております。この度、夫
の死去に際しましては丁重なご弔辞（これは私が書
坂元

直人

情報集会報告
■ 情報集会１班
志賀
１班では、まず里会員増強委員長がメ
ンバーにおりましたので、今年度の会員
増強の方針について説明がありました。
紹介カードが配布され、入会してくれそ
うな人を記入して出してほしい旨お願
いがありました。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

啓一

協議の中で、別の団体では「一人一名拡大運動」と
いうのをやっているという報告がありました。即ち、
メンバー全員が一名以上の人に入会を呼びかけると
いう運動です。たとえ入会を見送ったとしても、ロー
タリーを知る人が増え、今後の増強につながるので
はないかということで、里委員長の方針にも合致す
るのではないかということになりました。
その後、女性を中心に個別に入会しそうな人の情
報交換が行われ、知り合いの人は声をかけてみるこ
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ととしました。他にも多くの意見交換が行われ、有
意義な情報集会となりました。

てもらえることをアピールする。
・医師、薬剤師、弁護士、公認会計士、税理士など士
業に携わっている方に候補が多そう。
■ 情報集会２班
松元 まや ・今 は「入れば良いことがあるから、とにかく入れ」
＜主な意見＞
という時代ではないし、女性会員の勧誘には役に立
・法人会の女性部会、商工会議所や経済
たない。里委員長の提案にあるように、鹿児島中央
同友会の女性会員の有力者のツテをた
ＲＣの活動がひと目で分かるリーフレットを作り、
どって紹介してもらう。
勧誘に役立てたい。広報委員会に是非、作ってほし
・各会員がこれからの１～２か月、女性
い。
会員の勧誘を常に念頭に置き、いろん
・入ってほしい人に通り一遍の勧誘をしても、誰も心
な会合などに出て、アンテナを張り巡
を動かさない。一人一人が Face to face で、心をこ
らし、スカウティングしていく。
めて口説けるかどうかが大切。
・ラ イオンズクラブは基本的に例会は夜なのに対し、 ・イケメンの男性会員を増やすと、女性会員は増える
当クラブは昼なので、女性にはランチ感覚で参加し
のでは？

定例理事会議事録

会議名 定例理事会
場 所 開聞
日 時 令和元年９月２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
欠席者 岡部龍一郎・池畠泰光

議
題
１）９・10 月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）・・承認
⑴ 10/2 １（月） ひまわりの会
（レディースデー例会）につ
いて
ゲスト卓話 入来 慶子様
２）新 入会員候補について（添付
資料）・・・・・・・・・承認
⑴氏 名：大迫 哲也（おおさこ てつや）
勤務先：鹿児島相互信用金庫 常務理事
推薦者：丸元 貞夫
⑵氏 名：福留 幸一郎（ふくどめ こういちろう）

勤務先：三洲堂テーラー ㈱メイフェア 代表者
推薦者：海江田 順三郎
３）会計報告（別紙明細）・・・・・・・・・・・・・・・承認
⑴８月度試算表について
⑵納涼家族会収支報告について
４）10/5（土）～ 6（日） 地区大会について
⇒ ３年未満には会長幹事から声掛けを行う
５）2019-20 年度 10/26（土）～ 28（月）高校生交流について
⇒ 告知のみ
６）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）」状況報告
⇒ 状況報告と、今後について
７）その他
⑴次回理事会について・・・・・・・・・・・・・・・承認
令和元年 10 月７日（月） 例会終了後 於：開聞

ントが開催され県港湾空港課主催で整備費 4,500 万円
を投じて浮桟橋が長さ 32m 幅 14m の立派な物が設置
されました。大型クルーズ船の乗船客に浮桟橋で高
●東 RC 蓑田 達志君／東ロータリーミノダです。 速船や遊覧船クイーンズしろやまに乗り換えてもら
ポリオ根絶チャリティーパーティ告知に参りました。 い市街地や錦江湾観光ルートの開拓に役立てられた
よろしくお願い致します。
ら光栄です。ありがとうございます。
●東 RC 上野 欣一君／本日は参勤交代ではなく単 ●中原 勲君／誕生日祝ありがとうございます。30
なる昼メシ。そっと食べて帰ります。
日で、満 70 才になります。
●本坊 修君／最近スマイルしていませんので、ス ●下 隆治君／誕生日祝いありがとうございます。16
マイルします。
日に、55 才になります。５大奉仕の理念のもと、社
●池畠 泰光君／①結婚記念祝い頂きありがとうご 会貢献できるよう勉強させていただきます。よろし
ざいます。結婚して 40 年になりますが、その歳に産 くお願いします。
まれた長女がまだ未婚でいる事の方が心配です。誰 ●４・５・６班合同情報集会／スマイルします。
かイイ〜人いないかナァといつも気掛かりです。②
９月２日のスマイル 小計 22,529 円 2019 〜 2020 年度 累計 213,952 円
鹿児島市のマリンポートかごしまに 27 日に記念イベ
第１９５１回例会記録
９ 月 ２ 日（ 月 ）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局
末吉 龍一郎様、山本 勝三様
ビジター紹介：鹿児島東ＲＣ 上野 欣一様、蓑田 達志様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 坂元 直人
誕生日お祝い：石塚 俊雄君（５日） 肥田木康正君（14日）
下
隆治君（16日） 中原
勲君（30日）
結婚記念御祝：池畠 泰光君（15日） 村上
剛君（23日）
会務報告：幹事 川路 理幸君
１）本日の配布 ①月信9月号 ②ロータリーの友9月号
③市内ＲＣ会員名簿
④ガバナー公式訪問写真（参加者のみ）
⑤週報
２）RCC例会
11：00～ リンクビル9階
9/8（日）
指名出席者→丸元・一番ヶ瀬 各会員
9/22（日） 指名出席者→本坊・神野 各会員

３）本日定例理事会開催 例会終了後～ 開聞
４）次週9/9（月） 鹿児島東ＲＣ 合同例会
18：30～ 山形屋１号館７階社交室
※9/16・23（月） 祝日の為休会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：かごしま国体ボランティア募集のお願い
友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：情報集会報告 １～６班

次回例会 令和元年９月 30 日（月）
会員卓話＝畑野昌作君・大迫哲也君・福留幸一郎君
「新入会員自己紹介」
出席率
第1951回例会
前々回（８月19日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
42名
48名

出席報告
82.35%
92.31%

