扉を開ける勇気を 変化を感じる勇気を持とう

令和３年３月22日

週報 No.1975・1976

第2003回例会

2020～2021年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

会員卓話＝小笹貴之君「生保協会の取り組み」

■鹿児島中央 RC 会長

一本締め

●吉田

閉会のあいさつ

健朗君／３月７日に開催された東ＲＣとの

合同歯車会ゴルフ思いがけず優勝させていただきま
●加島

繁君／先輩会員の皆様第2000回例会おめで

した。朝からけっこうな土砂降りで帰る気満々で

とうございます。その中の200回くらいは参加してい

ゴルフ場に来たのですが来られていた皆様のやる気

ます。これからも１回１回の例会を充実させながら

モードと岡部さんの圧力に負けて渋々プレーしたも

3000回をめざしましょう。

ののハンディにも恵まれラッキーでした。
3月15日のスマイル 小計 5,000円 2020〜2021年度 累計 444,098円

第２００２回例会記録

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鹿児島南ロータリークラブの「子育て相談会」チラシ
２）観桜会のご案内
令和３年４月 10 日（土）18：30 ～
ホテルグランセレッソ鹿児島きずな
出席対象者は、会員及びご夫人のみとさせていただきます。
 同日、鹿児島中央ロータリークラブゴルフコンペも開催
いたします。
15
出欠回答締切３月 26 日 ( 金）
３）井福ガバナー年度の地区研修協議会について
2021 年４月 24 日（土） 於：都城市総合文化ホール
 詳細が届き次第、次年度クラブ理事・委員長へ FAX に
てご案内いたします。

４）次週 ３/22（月）例会プログラム
会員卓話 = 小笹 貴之君 「生保協会の取り組み」
ラウンドテーブル 18：30 ～
於：ごはんのじかん inatome
出欠回答を 3/17( 水）までに
事務局まで FAX にてお願いいたします。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会

３月

次回例会 令和３年３月 29 日（月）

日（月）

ゲスト卓話＝米山奨学生陳珂雨様
出席率
第2002回例会
前々回（3月1日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
29名
38名

出席報告
60.42%
74.51%

加島

繁

本日は、久しぶりの東ロータリーク
ラブと中央ロータリークラブとの合同
例会です。
昨年から多くの行事が中止や変更を
余儀なくされています。
今回も、やはりコロナの影響を考え
夜例会から昼例会へとなりましたが、模索しながら
合同例会を開催することは大変意義深いことだと思
います。
ロータリー歴の浅い私は、ロータリーの歴史をさか
のぼって調べることが多いのですが、今回は、18 年
前の 6 月当時の東ロータリーの結成委員長の牧野 隆
さんが、東ロータリークラブの創立当時の事を報告
された卓話を原稿のまま紹介させていただきます。
東ロータリーの創立は昭和 62 年 1 月 29 日であり
ますが、その一年前に中央ロータリーの創立 10 周年
記念事業として、鹿児島市内に新クラブを創設する
ことが提案されました。
当時の岩澤光男ガバナーからも、中央ロータリーが
創設されてから、その後 10 年間、市内に一つも新し
いロータリーが出来ていないので、ぜひこの機会に、
新しいクラブを作って欲しいとの要請がありました。
早速、特別代表に大津篤造パストガバナーが選出さ
れ、新クラブの創立委員に志賀達一さんと不肖、私
が選任されました。
最初に手掛けなければならないのは、会員候補を
集める事でした。
先輩からロータリーの金看板は「職業奉仕」だと
教えられ、この「職業奉仕」を前面に出して、会員
の勧誘に努めました。
15 名集まった方々への第 1 回の説明会を開催し、
さらに次回からは創立準備の会合を開くことにいた
しました。
その後、中央ロータリーの会員や東ロータリーの
会員予定者からの推薦で、次第に多くなって創立総
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

３月

水と衛生月間

前回例会出席率

60.42%

会までには、41 名になりました。
その時「やっぱり、作ってよかった、苦労のやり
甲斐があった」と自負しています。
創立にあたり、初代会長に石塚元徳さん、副会長
に末永菊男さん、幹事は師岡光男さん、副幹事に冨
田莞爾さんに就任をお願いしました。
石塚さんはお亡くなりになり、師岡さん、冨田さ
んの両名は退会され、誠に心さみしい思いがします。
その後の歴代会長、副会長、幹事さん並びに会員の
皆様の努力で、素晴らしい東ロータリーを育てて頂
いたことを感謝して終わりたいと思います。
以上が卓話の内容です。
東ロータリークラブの創立は今から 34 年前の話で
すが、これまで多くの会員たちによって築かれてき
た合同例会を、これからも例会や歯車会を通して活
発に交流して引き継いでいきたいと思います。
歯車会は 7 日に行われましたので、後ほど表彰式
を行いたいと思います。
■鹿児島東 RC 会長

桑畑

弘之

大変な時期の中、今回も合同例会が開
催できましたこと大変嬉しく思います。
また、中央クラブの加島会長、その
節は大変お世話になりました。今後も
ご助言いただけますと大変助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、本日は 3 月 11 日です。東日本大震災の日として、
忘れることのできない日であります。先日、当時の菅
首相のインタビューがニュース記事で上がっていま
したが、最悪の事態として東日本全体が立ち入り禁止
地区になるという想定もしていたそうです。今、改め
て思うのが、現場の方々のご尽力、また幸運も重なっ
て最悪の事態を避けることができたとのこと、今更な
がら驚き、また安堵いたしました。私は危機に面した
時、どのような行動を取るのかということに大変興味
があります。今日は 2 人の方を紹介いたします。ま
ずは２４歳の宮城県南三陸町危機管理課に所属され

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

ていた遠藤未希さんです。「6 メートルの津波が予想
されます」「異常な潮の引き方です、逃げてください」
防災無線で最後まで町民に訴えかけ続けた遠藤さん
は自分自身は津波に飲み込まれ残念ながら亡くなっ
てしまいました。２４歳にしてこの魂の尊さ、とても
私には真似できるものではありません。どのような育
ち方、どのような方々と関わって人生を歩んでこら
れたのか、この時期になると考えることがあります。
教科書には載らない日本の偉人であると思います。
もう 1 人の教科書に載らない偉人は山田恭暉（やす
てる）さんです。この方は７５歳で亡くなったのです
が、大震災の際は「福島原発行動隊」の発起人として
活躍された方です。原発事故の処理には大変な危険を
伴うのは皆様ご存知かと思います。山田さんは当時す
でに現役を引退した東電の元技術者です。山田さんは
「この危険な仕事を若い現役世代に任せるわけにはい
かない、我々引退したものがリスクを引き受けて原発
処理にあたろうではないか」と退役した技術者に呼び
かけたそうです。また、その趣旨に多数の退役技術者

が賛同して「福島原発行動隊」が発足されたとのこ
とです。正直、とてもカッコいい先輩方だなと思い
ました。自分も将来このような行動ができるよう日々
成長していけたらいいなと思います。
でも私は大変弱い人間でして、同じ間違いを繰り
返したり、誘惑に負けたりしてなかなかこれらの方々
のような精神の高みに達することができません。その
時いつもなぐさめてくれるのが ドラえもんの作者
藤子・F・不二雄先生の言葉です。最後にこの言葉を
紹介して終わりたいと思います。「みんな今の自分よ
りも少しはましになりたい、もっと向上したいと思
う、でも毎日同じ反省を繰り返しながら足踏みして
る。結局のところ、それが人間というものじゃないか
と思うんです。」 私のことですから、また同じ失敗を
繰り返したり、ご迷惑をおかけするかと思いますが、
3 月 11 日にはこのお二人のことを思い出して、少し
でも成長できればと思います。本日は誠にありがと
うございました。

含めて創立以降の全会員の名簿の作成を提案させて

2000 回記念例会
■海江田

頂きますので、何卒ご賛同の程お願い申し上げます。

順三郎君

（追記）事務局にお願いして、１千回例会の週報をコ

鹿児島ＲＣの会員が 120 人を越え、会場に比べて
多過ぎるので、新クラブを作って会員を移そうと云
う拡大特別委員会が昭和 50 年に大津篤造氏を委員長
に設置され、鹿児島中央ＲＣ誕生の契機となりまし
た。当時は各ＲＣごとにテリトリー（区域）が定め
られていましたが、新クラブは親クラブの鹿児島ク

ピーし、例会場のポストに入れていただきましたの
で、是非ご一読願います。
■椨

茂吉君

鹿児島RCから移籍してきた上釜、原田、牧野さん
と大津、志賀会長・幹事で始まりました。

ラブと同一となりました。私は鹿児島クラブの２名

設立する前の段階で、色々と説明を受け、福留さ

の会員の推薦を頂き、新クラブの入会を許されました

んに誘われて説明を聞いて、面白そうだと思い入会

が、創立総会の直前になって天文館電車通りの南側

を決めました。それが1976〜1977(昭和５１年)でし

はテリトリーから外れると入会を取り消されました。 た。普通のロータリークラブでは、面白くないもっ
所がチャーターナイト（認証状伝達式）１ヶ月前に、 と家庭的でメンバー全員が気軽に話し合えるクラブ
テリトリーが改正され市内全域に拡大されましたの

を目指して新しいクラブ設立をと云うのが今の中央

で再び入会を許されました。数ヶ月の違いでしたが

ロータリークラブの前身です。設立と同時にクラブ全

当時は、26 名のチャーターメンバーが皆自分より偉

員がスピーチすると云うのが決まり、私は少し引きま

く思えてなりませんでした。

した。だけど信用金庫の理事であられた井ノ上均さん

現在、チャーターメンバーは椨会員お一人となり隔

の少しスケベ―な話を聞き、自分の身の上に起きた事

世の感に耐えません。皆さまもお気づきと思います

柄で何でも事実をお話しすれば良いのだと思う事でし

が、第１回から１千回までの例会の間が 20 年なのに、 た。設立当時は人員が少なく、全員に友達を一人ずつ
１千回から２千回は 24 年と長くなっているのは、祝

加入させてください。と云うことでした。

祭日が日曜と重なった時は月曜日を休日にするケー

考えてみたら、いつでも辞められるからとりあえ

スが増え例会数が少なくなったのも一因かと思いま

ず入会したつもりが４５年経過してることに驚いて

す。われらの鹿中央クラブもやがて創立 45 周年を迎

おります。ここまで来た以上、人生の最後迄居続け

えますが、それまでに現会員だけでなく、物故者を

るつもりですので、皆様よろしくお願いします。

東ロータリー入会式
かんぱい！

第２００

ロータリーソング：「我等の生業」
食事：いただきます
会長の時間：鹿児島東 RC
会長 桑畑 弘之君
鹿児島中央 RC 会長 加島 繁 君
会務報告：
鹿児島東 RC
幹事 入佐 光二君
鹿児島中央 RC 幹事 高岡 和也君
１）本日の配布
①週報
②新入会員候補者用紙
1
２）配布しております新入会員候補者
・宇井 英信（うい ひでのぶ）
⇒株式会社 YU&Co.
 入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹
事までお申し出ください。
 お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手
続きに入りますので、ご了承ください。
３）５ 月 15 日 ( 土）地区大会が開催されます。今年度はオ
11
ンラインでの出席となります。
出欠回答を３月 19 日 ( 金）までに事務局宛て FAX にて
ご返信ください。
４）鹿児島城西 RC より、昨年度のロータリーデーで講演予
定でした名誉会員三木 靖様の
講 演のご案内が届いております。YOUTUBE での動画
配信となっており、配信期間は 3/15（月）～ 3/31（木）

回例会記録
３月

です。視聴ご希望の方は事務局までお申し出ください。
申込〆切 3/29( 月）
演題「鹿児島城の御楼門と大手門 鶴丸城を楽しもう！」
５）Ｒ ＣＣ例会 3/14( 日） 11：00 ～天文館松山通り リ
ンクビル９階
氏名出席者 ⇒ 前迫・福山 各会員
６）次週３/ １５例会プログラム
2000 回記念例会 18：00 ～
於：グランセレッソ鹿児島 きずな
時間場所が変更になっております。ご注意ください。
スマイルボックス：
鹿児島東 RC
出席委員会 / フェローシップ委員会
鹿児島中央 RC 出席委員会 / 親睦委員会
入会式：鹿児島東 RC 長元 美智 新入会員

会長の時間

会務報告
出席報告

次回例会 令和３年３月 22 日（月）

日（木）

会員卓話＝小笹貴之君
「生保協会の取り組み」
出席率
第2001回例会
前々回（2月22日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
29名
33名

出席報告
60.42%
66.00%

スマイル

委員会報告

３年間お疲れ様でした

