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フリートーキング
「コロナ禍でクラブ例会をより楽しくする為にはどうしたらよいか」 R財団月間 87.50%

米山記念奨学会留学生制度

　本日の会長の時間は、米山記念奨学会留学
生制度について歴史を一部ひも解いてみまし
た。
　米山記念奨学会制度は、昭和 52 年 4 月から
トン・タ・ホアンさんというベトナムからの
留学生から始まっています。
　この時の会員カウンセラーは大津篤造さんで、以来アジアの
若者を中心に支援し、多くの会員カウンセラーの方々が尽力さ
れています。
　アジア以外で初めての留学生が、昭和 59 年フィジーからナ
ンド・ラムさん、平成 16 年ヨルダンからオマール・ホダ・イザッ
トさん、バハマからのモス・アミナ・サリナさんが遠い外国か
ら見えられています。
　私がロータリークラブに入会したての頃で、福山会員の奥様
が当時会員カウンセラーとして親切にお世話されていたのを思
い出します。
　国に帰られてバハマの水産業で活躍されていることでしょう。
　現在は、中国の湖南省から、陳・珂雨（ちん・かう）さんを
迎えています。
　陳さんの専門は農業で、にんにくの生態調整機能に関する研
究に取り組んでいます。
　将来は研究者として活躍されることでしょう。

　中央ロータリとしては、陳さんが 25 人目になりますが、今
年は、コロナ禍により多くの支障が出てしまいました。
　20 代の陳さんが外国である鹿児島で、新型コロナウイルス
感染拡大の不安の中、両親のいる中国に簡単に帰国できない状
況でホームシックにかかっていないか、陳さんの会員カウンセ
ラーの平山さんは大変気を使っておられます。
　各大学より学生の感染対策の指示が出ており、地区米山記念
奨学委員会へ米山奨学生の例会参加を見送っていただきたいと
いう書面が届いていましたので、奨学金を渡すときは指示どお
り、例会後に手渡しで渡していました。最近はだいぶゆるやか
になり各クラブで判断して下さいということです。私も例会後
に、女性会員の皆様と陳さんと一緒にお会いしましたが、楽し
そうに談笑していました。
　また、平山会員の提案で、陳さんを囲んでの食事会を先週の
金曜日に行い、川路会員、田中会員、宮脇会員、安部さんと私
で参加しました。平山会員の心遣いで、陳さんも楽しい時間だっ
たと思います。
　今後は陳さんも、月１回の例会に参加できると思いますので、
暖かい声かけをよろしくお願い致します。
　本日はその他、別途ご報告があります。11 月 5 日（木曜日）
社会奉仕事業として心身障害総合福祉センターで「ボッチャラ
ンプ贈呈式」が行われました。共に参加されました、前社会奉
仕委員長吉田会員、現社会奉仕委員長中間会員お疲れ様でした。
　これからも留学生制度や社会奉仕事業に会員の皆様のご協力
をお願いいたします。

1961

新入会員自己紹介

■ 伊藤　一雄
　共栄火災海上保険株式会社の伊藤一雄と申し
ます。
　自己紹介の機会をいただき有難うございます。
　私は昭和 43 年生まれの 52 歳で高校卒業まで
種子島で育ちました。今思えば、何もない環境
でしたが、自然に囲まれ、家族に愛され、地域に守られ、師に
恵まれ、友と遊び学んだ濃密な少年時代だったように思います。
　その後、福岡県での大学生活を皮切りに、社会人となってか
らは、熊本、愛媛、山口、広島、東京、長崎、北海道、秋田に
転勤し、この 4 月に 2 年間の単身赴任を解消して愛媛出身の妻、
高 2 の息子、中 1 の娘を連れ、34 年ぶりに鹿児島県民に戻り
ました。
　昨年、転勤の予感？があり、秋田から未踏の新潟、富山まで
車での強行一人旅を決行し念願の全県踏破を果たしました。狭
い日本といいますが、それぞれの自然や文化、生活様式に触れ
ては、我が国の多様性を実感するばかりです。特に、温泉と地
酒については自ら進んで勉強しましたので、皆さまのお役に立
てることがあるかもしれません !?
　地元にて伝統ある鹿児島中央ロータリークラブに入会でき心
よりうれしく思います。諸先輩の皆さまのご指導を仰ぎながら
当クラブの一員として、地域・社会の発展に貢献したいと思い
ます。よろしくお願い申し上げます。

■ 西川　義久
　鹿児島中央ロータリークラブに９月からお
世話になる西川義久と申します。
　1965 年生まれの 55 歳、福岡市で生まれ、
中学校、高校が宮崎市、大学時代を山口市で
過ごし、1987 年４月宮崎銀行に入行して今日
に至ります。
　銀行員生活 33 年間において、営業店勤務が 18 年、本部勤務
が 15 年とバランス良く経験してきました。　
　趣味はありふれていますが、読書と旅行で本はあらゆるジャ
ンルを読みます。なかでも歴史小説と推理小説を好み、作家は
司馬遼太郎と隆慶一郎のファンです。旅行は、北は北海道から
南は沖縄まで行きました。特に大学時代にバイクで一周した北
海道は思い出深いものです。現在は幕末や戦国時代の史跡巡り
を中心に各地を訪ねており、あらかじめ調査計画する段階から
心ときめかし、興味のない方からすると何の変哲もない石碑に
ついつい当時に思いをはせている自分がいます。
　このような私にとって当地鹿児島は一度住んでみたい憧れの
地でありましたので、このご縁に感謝いたしております。
　ゴルフについては、現在修行中であり、四苦八苦して 108 の
スコアです。もし、ご迷惑でなければお声かけください。
　大切にしている言葉に「一期一会」があります。皆様方と公
私にわたり深くお付き合いさせていただきたいと思っておりま
す。ご指導をよろしくお願いいたします。

加島　繁

11月



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
会長の時間：会長　加島　繁君
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　 ①週報　
２） 年次総会一ヶ月前になりましたので、クラブ細則第３条

第 1 節の規定により理事役員の指名を求めます。よろし
くお願い致します。

３）11 月 16 日（月）学習会・ラウンドテーブル　18：30 ～
　　於：ごはんのじかん inatome（11/5 ＦＡＸ済）
　　※出欠〆切　11 月 11 日（水）
４） 例会の出欠確認ＦＡＸは次週からありません。欠席者は

メークアップをお願いいたします。
　　 メークアップ期間は、例会前後１ヶ月です。Zoom での

例会参加は免除対象（ホーム出席扱い）
５）RCC 例会　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　11/22（日）　指名出席者　→　本坊・小笹　各会員

６）次週　11/16（月）例会プログラム　
　　フリートーキング　
　　「 コロナ禍でクラブ例会をより楽しうする為にはどうし

たらよいか？」
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＝伊藤　一雄君、西川　義久君
　　　「新入会員自己紹介」

次回例会　令和２年11月30日（月）

ゲスト卓話＝
鹿児島県弁護士会会長　新倉　哲朗様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1987回例会 54名 28名 87.50%
前々回（10月26日）の補正 54名 34名 97.14%
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国際奉仕フォーラム
セ釜山ロータリークラブの現況と

韓国の新型コロナウイルス対策の現況について

鹿児島中央ロータリークラブローターアクト OB
キム・ナムス

　全世界が新型コロナウイルスの影響を受けて
いる中で、セ釜山ロータリークラブの活動内容、
例会の実施状況など、近況について確認した。
　セ釜山ロータリークラブにおいて、通常は、
月に 2 回例会を実施するが、新型コロナウイル
スが拡散されてからは、基本的に政府の方針に

従い、例会を実施している。最も韓国の国内で新型コロナ影響
が猛威を振るっていた 3 月は一度も例会が実施できず、4 月以
降は月に 1 回ペースで例会を実施している。最近は釜山におけ
る感染者数が減っており、10 月は 2 回例会を実施することが
出来た。なお、現在の正会員数は 27 名で、今年度は新入会員
が 1 名入会した。平均年齢は 55 歳程度で、平均年齢が低くな
る傾向にある。
　今回、セ釜山ロータリークラブの近況を確認するために、セ
釜山ロータリークラブの事務局へ連絡したところ、喜んでビデ
オレターを作成してくれたので国際フォーラムにて紹介した。
ビデオレターには、ガバナーのヤン・スンヨル様、2018 年度
会長のキム・ソンファン様、2020 年度会長のチェ・ヘボン様、

2020 年度幹事のパク・グヌン様が参加した。なお、ビデオレター
の内容は以下の通りである。

ヤン・スンヨル様
　「我々の友情はロータリーで始まり、ロータリーで終わりま
す。新型コロナの難関を乗り越え、解決するために努力しましょ
う。幸せな世界を作り、全世界の国民が平和を味わい、平和が
広まることを願っています。」

キム・ソンファン様
　「現在、新型コロナウイルスにより大変な時期を過ごしてお
り、日本へ行きたくても、行けない状況がもどかしいです。く
れぐれも鹿児島中央ロータリークラブの皆様のご健康を願って
います。また、お会いするまでお元気でいてください。」

チェ・ヘボン様
　「本来であれば、直接、鹿児島へ向かい、皆様に挨拶するこ
とが道理ですが、映像でしかお会いできないことをとても残念
に思っています。一日でも早く、コロナが終息し、直接、お会
いできることを願っています。」

パク・グヌン様
　「コロナの影響により、数々のロータリークラブの活動が中
止されています。この状況を乗り越え、鹿児島中央ロータリー
クラブの皆様と交流の場を設けることを望んでいます。」

以上

●丸元　貞夫君／弊社子会社、旭鉄工（株）にて、今朝（11/9）
8：00 より、松原神社岩切宮司にお願い致しまして、「フユゴ
祭」を挙行しました。我々鉄工場が向う一年間の無事故・無災害・
安全祈願を執り行う式典です。御祓いを受けて、ホット一息です。
結婚記念祝、有難う御座居ます。昭和 39 年 11 月３日ですので、
満 56 周年になります。ダイヤモンド婚に向けて、頑張ります。
●岡部　龍一郎君／誕生日お祝いありがとうございます。今や
家でも全く祝ってもらえません。ロータリーだけです。
●池畠　泰光君／古希を過ぎて 71 歳になりますが、気持ちは
いつも前向きに青年の如く夢を持って生きて行きたいと思いま

す。先日は 6 人目の孫を連れて護国神社にお宮参りに行きまし
た。今では孫が生き甲斐です。
●吉田　健朗君／会長の時間でも触れられたと思いますが、先
週５日、昨年度の社会奉仕事業であるゆうあい館への「ボッチャ
スロープ」贈呈を行いました。前年度事業ながら納期の関係で
今年度の贈呈式となってしまいました。加島会長におかれまし
てはご挨拶までいただきありがとうございました。
●松元　まや君／誕生日お祝いありがとうございます。健康の
ために今年は太極拳を始めました。海江田さんを目指してこれ
からもがんばろうと思います。
●福山　泰広君／誕生祝をいただきありがとうございました。
明日いよいよ前期高齢者の仲間入りです。

11月9日のスマイル　小計 20,000円　2020〜2021年度　累計 201,129円

スマイル発表 会務報告 出席報告 感謝状


