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令和２年６月１日　第1973回例会

週報 No.

会員卓話＝「コロナに思う」 65.45%

　みなさん、こんにちは。新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、３月 16 日以来の例会開催
となりました。
　本年３月にセ釜山ロータリークラブのソン・サ
ンミン会長と LINE でやり取りをしましたので、
本日の会長の時間でご紹介をさせて頂きたいと思
います。
　釜山には現在、かなりの数の新型コロナウイル
ス感染者がおり、セ釜山ロータリークラブも例会
の開催を自粛しているとのことでした。報道等で
皆さんもご存知の通り、韓国は新型コロナウイルス感染者数を抑
え込んだ代表国とされており、経済再開の動きもありますが、大
きなクラスターが発生し、新型コロナウイルスの収束の難しさを
再認識させてくれました。
　セ釜山ロータリークラブの会員の方々は、今年３月の 15 日から
17 日まで鹿児島を訪問する計画を元々立てており、会員の皆さん
は鹿児島の訪問をとても楽しみにしていたようです。
　新型コロナウイルスの問題で、鹿児島に来れなくなってしまった
ことをセ釜山ロータリークラブの方々はとても残念がっていると、
ソン・サンミン会長の LINE には書いてありました。
　ソン・サンミン会長と私との LINE のやり取りをご紹介させて頂
きたいと思います。

「坂元会長、お元気ですか。コロナウイルスのために経済がとても
難しくなりますね。鹿児島中央ロータリークラブの会員の方々の
事業にも大きな影響がないことを祈っております。ところで韓国
政府と日本政府の仲が悪くて心配です。入国も制限しているから、
お互いに交流活動をしたくてもできない現実が余りに残念です。そ
れでも私たちの友情には何ら変わりはありません。鹿児島中央ロー
タリークラブの皆さんもコロナウイルスに気を付けて、元気に再
会できることを願っております」
　これに対して、私はソン・サンミン会長に鹿児島の経済には大
きな影響が既に生じていること、皆が不安な日々を送っているこ
と、政治の問題で両クラブ間の友好関係には些かの影響もないこ
と、皆さんとの再会を楽しみにしていること等を LINE で伝えまし
た。
　ソン・サンミン会長から来た LINE をもう一つご紹介をさせて頂
きます。

「中国で昨日コロナウイルスの感染拡大がほぼ終息したとの報道が

ありました。WHO の最初の報告の日から期間を計算してみますと、
約３ケ月の期間がかかっております。
　韓国は２月に最初の感染者が出ておりますので、５月位にならな
いとコロナウイルスの事態の収束は見込めないと思っております。
現在、我がクラブの会員たちも事業の継続にみんなが心配をして
いる状況で、事業環境があまりに大変な状況です。但し、少しず
つですが、雰囲気は良くなっているので、下半期は好転するだろ
うと見ております。坂元会長、クラブの皆さんにくれぐれも宜し
くお伝え下さい。」
　ソン・サンミン会長の見通しでは、５月位には韓国経済も落ち
着きを取り戻すだろうとのことですが、日本と鹿児島の経済も一
日も早く正常化して欲しいという気がしております。
　連日、新型コロナウイルスの報道が相次ぎ、私自身もスマホで
日々、日本全体と各県の新型コロナウイルスの感染者数を調べる
のが習慣になっておりました。
　前向きの情報がここ数ヶ月少なく、各人が精神面で前向きにな
れないことが経済に大きな影響を与えるような気がしております。
　ソン・サンミン会長は韓国経済は下半期は好転するという楽観
的な見通しを持っていますが、今必要なことはソン・サンミン会
長のように近い将来に希望を持ち、前向きに日々を過ごすことで
はないかと思っております。
　今出来ることは、ソン・サンミン会長のように近い将来に希望
を持ち、前向きに日々を過ごす以外に方法はなく、トップの方が
このような対応を取っていると従業員も安心できますし、取引先
もお客様も何れは前向きに努力している企業に帰って来るのでは
ないかと思っております。
　最後にご報告になりますが、セ釜山ロータリークラブから我が
クラブ宛に近く、友好の証を兼ねてマスクが送付される予定です。
このマスクの利用の仕方につきましては、本日の理事会で協議を
させて頂く予定です。また、次年度のセ釜山ロータリークラブの
離就任記念式典参加は見合わせることになりそうであり、この点
も本日の理事会で協議をさせて頂く予定です。現時点で釜山行を
強行した場合、韓国内で２週間待機をすることになりそうであり、
次年度の訪問は著しく困難というのが個人的な見解です。
　本日の例会は本当に久しぶりであり、特に予定は定めておりま
せん。会員同士で自由にフリートーキングして頂き、現在の世相
についてご意見のあられる方は自由にお話し頂ければと思ってお
ります。
　以上で会長の時間を終わります。
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６月 ロータリー親睦活動月間

●坂元　直人君／①誕生日お祝いありがとうございます。48 歳に
なりました。あと１ヶ月で当クラブの会長職を無事、何とか終える
ことができそうです。楽しい１年になりました。加島会長、高岡幹
事、次年度頑張って下さい。応援しております。②本日は３月 16
日以来、約２ヶ月ぶりの例会開催となっております。例会に参加を
頂きました皆様方に心から感謝の気持ちをお伝えさせて頂きます。
鹿児島は緊急事態宣言の対象地から外れましたので、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止には注意しつつ、６月の例会は今まで通
り開催させて頂く予定です。会員の皆様方のご協力を頂きながら、
何とか今年度を乗り切りたいと思っております。ご協力下さい。
●川路　理幸君／アカデミークラブの皆様、米山奨学生の陳さま、
ベストフレンドの伊藤さま、ようこそいらっしゃいました。本日
はよろしくお願いいたします。ひさしぶりに開催された例会に多
くの会員はじめ多くの出席者、大変うれしく思っております。引
き続きコロナ対策をしながらも今期わずかなので毎週開催できれ
ばいいなと思っています。ありがとうございました。
●海江田　順三郎君／①アカデミーロータリー仮クラブの役員の
方々のご出席を心から歓迎申し上げます。②４月３日 92 才の誕生

祝いを頂き感謝申し上げます。中国のコトワザに「老人は年を自
慢するな」と言うのがありますが、自慢するのがあまりないのを
恥ずかしく思います。
●椨　茂吉君／結婚記念日を忘れてました。後１回位はこの賞を
頂きそうです。よろしく。
●丸元　貞夫君／先月末の４月 30 日で、八十路の坂を越えました。
まだまだ元気です。公私共々、頑張ります。
●尾辻　章宣君／久し振りの例会です。誕生日祝と結婚記念日祝
ダブルで頂き感謝です。結婚 43 年目になります。最近は家内の方
がアルコール強くなったような。
●石塚　俊雄君／取り立てて何もありませんが、コロナ禍の中で
も私は自適の生活でした。昨日は有害駆除に出勤して２頭の猪を
仕留め相変わらず殺生に精出しています。
●神野　洋介君／結婚記念日頂き有難うございました。家では特
別な事をやってないので忘れてました。
●橋元　隆君／結婚記念日祝いありがとうございます。結婚して
からの年数は平成と同じだから忘れる事はないと女房に言われて
ましたが、令和にかわりましたので忘れそうです。忘れないよう
に今後共よろしくお願いします。
●池畠　泰光君／本日は鹿児島大学アカデミーロータリークラブ
の発足に先立ち親クラブ（スポンサークラブ）の鹿児島中央ロー

坂元　直人



タリークラブの例会に御出席を頂きました。鹿児島大学、伊牟田
均監事・理事、岩井久副学長・理事、馬場昌範副学長・理事、㈱
萩原技研　萩原功一郎社長。ワールドサンフーズ㈱　川原結樹常
務、㈲明治ミルクまま　中江光秀社長、㈱桂造園　間世田吉宣社長、
㈲ホームガイド　野下一隆社長。この度は新クラブの大役を担わ
れます岩井会長、馬場会長エレクト、萩原幹事、川原 SAA、中江
職業奉仕委員長、そして更なる会員増強をお引き受け頂きました
伊牟田増強委員長。よろしくお願い致します。今日の例会を機会
に新クラブの仮例会を重ねて来る７月６日の稲盛記念館で開催さ
れます「RI 認証状伝達式」並び「記念講演」「祝賀会」等のビッグ
イベントのチャーターナイトの成功に向かって新クラブメンバー
34 名の会員様の栄えあるロータリークラブと成ります様心より祈
願を申し上げます。本日はご臨席を賜りありがとうございます。
●中原　勲君／連続出席表彰ありがとうございます。
●平山　勢津子君／皆様にまたお会いできて嬉しいです。また今
日、米山奨学生の陳珂雨さんを例会にお招きできて嬉しく思いま
す。日本での留学生活が実り多きものになる様、祈っています。
●田中　和俊君／誕生日お祝いありがとうございます。４月 13 日
で 51 歳でした。４月に長男が鹿児島大学に入学しましたので、私
も負けずにがんばりたいと思います。岩井先生をはじめ鹿児島大学
アカデミーロータリークラブの会員の先生方にも、これから大変
お世話になることと思います。どうぞ息子ともども、よろしくお
願い致します。今日は例会出席ありがとうございます。また、連

続出席表彰ありがとうございます。次の 12 年を目標に頑張ります。
●青㟢　彰君／結婚記念祝い有難うございます。もう何年になり
ますか、長すぎて数えていません。ところで、私も後１ヶ月で退
任の予定です。残りを楽しみたいと思います。
●福山　孝子君／結婚お祝いありがとうございます。2020 年で遂
に 40 年を迎えました。久しぶりの同居で 41 年目を迎えます。新
たなスタート切った感じがします。
●吉田　健朗君／結婚記念日お祝いありがとうございました。先
月でしたが、コロナ自粛の中ささやかにお祝いしました。末永く
続くようさらに努力します。
●松元　まや君／今日は久しぶりに皆さんに会えてうれしいので
スマイルします。
●坂元　次郎君／誕生日お祝いありがとうございます。47 歳にな
ります。今回は誰からも祝いはなく日々一人で家にこもっており
ます。家族にも２ヶ月会ってないので早くコロナが収束する事を
祈ります。
●村上　剛君／共栄火災、村上です。短い間でしたが、大変お世
話になりました。３月最終週の例会で皆様にご挨拶できず、この
まま失礼いたします。後任も引き続きよろしくお願いいたします。
最後になりますが、皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。あり
がとうございました。

５月25日のスマイル　小計 73,000円　2019〜2020年度　累計 679,223円

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：ベストフレンド＝共栄火災海上保険㈱南九州支店
　　　　　　　　　　　　　　支店長　伊藤　一雄様
　　　　　　米山記念奨学生＝陳　珂雨様
ビジター紹介：鹿児島大学アカデミーロータリークラブ
　　　　　　　岩井　　久様、萩原功一郎様、川原　結樹様、
　　　　　　　伊牟田　均様、中江　光秀様、野下　一隆様、
　　　　　　　間世田吉宣様、馬場　昌範様
食事：「米山ランチ」（焼きそば）
会長の時間：会長　坂元　直人君
奨学金支給：陳　珂雨（チン　カウ）様
結婚記念御祝い：４月（９名）
　　　　　　　　加島　　繁君（１日）・前迫　　実君（５日）
　　　　　　　　池脇　　剛君（８日）・丸山健太郎君（８日）
　　　　　　　　椨　　茂吉君（10 日）・神野　洋介君（16 日）
　　　　　　　　福山　孝子君（26 日）・橋元　　隆君（29 日）
　　　　　　　　吉田　健朗君（29 日）
　５月（５名） 　青﨑　　彰君（16 日）・尾辻　章宣君（20 日）
　　　　　　　　福留幸一郎君（26 日）・濵薗　義弘君（28 日）
　　　　　　　　肥田木康正君（31 日）
誕生日御祝い：４月（４名）
　　　　　　　海江田　順三郎（３日）・田中　和俊（13 日）
　　　　　　　坂元　次郎（25 日）・丸元　貞夫（30 日）
　５月（2 名）　坂元　直人君（２日）・尾辻　章宣君（13 日）
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　①週報　②月信　③ロータリーの友（４月号）

　　　　　　　　④会員名簿校正用紙（確認後、事務局へお渡しください。）
　　　　　　　　⑤地区協議会・研修会冊子（次期役員のみ）
２ ）国際ロータリー第 2730 地区第一回フォトコンテストの作品

を募集しております。詳しくは、案内を掲示板に掲示してお
りますのでご覧ください。

３ ）５月に予定されておりました、地区研修・協議会は中止と
なり、資料映像を地区ホームページよりご覧いただけます。
視聴希望の方は、パスワードが必要ですので、事務局へお尋
ねください。

４）本日の学習会・ラウンドテーブルは中止となりました。
　　例会・行事予定に変更があった際は、FAX でご連絡します。
出席報告：出席委員会
連続出席表彰：田中　和俊君（11 年）、石塚　俊雄君（14 年）
　　　　　　　川路　理幸君（５年）、坂元　直人君（３年）
　　　　　　　中原　勲君（８年）
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT 委員会
卓話：フリートーク

次回例会　令和２年６月８日（月）
会員卓話＝「民法改正について」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1972回例会 57名 36名 65.45%
前々回（３月２日）の補正 57名 40名 72.73%

第
１
９
７
２
回
例
会
記
録　

５
月
25
日（
月
）

議　　　題
１ ）５・６月例会プログラム及び

行事予定（添付資料）
　⑴ 　６月の通常例会の実施また

は例会中止（休会）について
→通常通り開催
２）会計報告（別紙明細）
　⑴　 ３月、４月度試算表につい

て………………………… 承認
３）退会・休会について
　⑴　肥田木　康正会員の退会について（添付資料） …… 承認
４）新入会員候補者について（添付資料） ………………… 承認
　氏　名：伊藤　一雄（いとう　かずお）【村上会員　後任】
　勤務先：共栄火災海上保険㈱　南九州支店　支店長
　推薦者：春山　慶次郎　・　坂元　直人
５ ）2020 ～ 2021 年度　理事・役員・委員会構成について（添付

資料） ………………………………………………………… 承認
　副幹事（兼副ＳＡＡ）肥田木会員　→　下村会員　へ変更
６）ロータリー財団寄付（年次寄付・恒久基金寄付）について ……… 承認
　・ポールハリスフェロー　→中間会員
　・マルチプルポールハリスフェロー　→坂元会長
　【昨年５月理事会での決定事項】
　　2018-19 年度以降　年次寄付は下記の通り 2 名選出
　　それぞれ認証に 1,000 ドル（もしくは 1,000 ポイント）必要
　　・ ポールハリスフェロー　「3 万円寄付」＋ポイント使用で

1 名　
　　・ マルチプルポールハリスフェロー　1,000 ポイント使用し

1 名 
　　※恒久基金寄付（ベネファクター）は実施しない
７）訪韓（セ釜山ＲＣ会長幹事離就任式典参加）について　
　→　不参加
８）セ釜山 RC からのマスク配布方法等について
　→樟南高校に寄付。お礼に 2 万円程度のお酒を送る。
９）定款・細則の見直しについて …………………………… 承認
　・メーキャップ期間の変更…一か月に変更
　・学習会メーキャップ対象…定款細則に入れる
10）新旧合同理事会（場所・時間・会費）について ……… 承認
　日程：2020 年６月８日（月）　
　場所：グランセレッソきずな 18：30 ～
　会費：6,000 円
　（参考）
　　2018-19 年度　場所：グランセレッソきずな　18：30 ～
　　　　　　　　  会費：6,000 円
11）会長幹事慰労会（場所・時間・会費）について ……… 承認
　日時：6 月 29 日（月）　例会 18：30 ～　　慰労会 19：00 ～
　場所：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
　会費：（会員より 3,000 円徴収、例会費として 2,000 円支出）
　（参考）
　　2018-19 年度　場所：ふぁみり庵はいから亭　例会 18：30 ～
　　慰労会：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）
12）その他

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和２年５月25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

定例理事会議事録


