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本 日 の
プログラム

前回例会出席率

ロータリーソング：「四つのテスト」　
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）�鹿児島西南 RC例会場名称が、ゆうづきからビエントに

変更となります。
　　場所の変更ありません。
３）�2023-24 年度ガバナーが、池ノ上　克（いけのうえ　つ
よむ）会員（宮崎ロータリクラブ）に決定いたしました。

４）�「ロータリー日本 100 年史」が予約販売されます。１セッ
ト 6,600 円。

　　�購入希望の方は限定販売、先着順となっておりますので
お早めに事務局までご連絡ください。

５）次週　7/ ２（月）例会プログラム

　・会員卓話＝「会長・幹事就任の挨拶」
　・定例理事会開催　例会終了後　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：「会長・幹事任期を終えて」
　　　会長　加島　繁君
　　　幹事　高岡　和也君

次回例会　令和３年7月12日（月）
ゲスト卓話＝鹿児島市保健所元参事

吉住嘉代子様
出席率 会員数 出席数 出席報告

第2016回例会 55名 25名 96.15%
前々回（6月14日）の補正 55名 33名 76.74%
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●加島　繁君／昨年、加島、高岡丸は１ヶ月遅れで出航
しました。快適な船旅とは言えませんでしたが皆様のお
力添えでなんとか本日帰港することが出来ました。１年
間ご乗船いただき心より感謝致します。
●高岡　和也君／ようやく今日の日が来ました。何も大
きな事は出来ませんでしたが皆様の協力で無事に一年間
幹事を務めることができました。次年度、橋元下村丸に
後はお任せします。ありがとうございました。
●丸元　貞夫君／昨年７月、加島・高岡号は「コロナ禍」
で荒波の内を出港されました。此の一年間、大変に難し
い航海だったと思いますが、本日、無事に帰港されまし
た。御苦労様でした。お疲れ様でした。今夜は大いに飲
んで下さい。そして、ゆっくり休んで下さい。
●橋元　隆君・下村　哲也君／加島会長、高岡幹事一年
間ご苦労様でした。コロナ禍の中のズーム取り入れ、あっ
ぱれでした。次年度も協力の程よろしくお願いします。
●坂元　直人君／加島会長、高岡幹事、１年間本当にご
苦労様でした。コロナ禍という初めての出来事に遭遇し
ながら、クラブ運営の舵取りをされたお二人方に感謝の
気持ちをお伝えさせて頂きます。便乗スマイルで恐縮で
すが、我がクラブの宮脇謙舟会員が先週の水曜日のゴ
ルフで見事初の 100 切をされ、土曜日のゴルフでもまた

100 切をされました。宮脇会員の栄誉も称え、スマイル
させて頂きます。
●宮脇　謙舟君／２年かかってやっと 100 を切りまし
た。ゴルフが今迄以上に楽しくなってきましたので、益々
のお付き合いをお願い致します。
●川路　理幸君／会長、幹事、一年間おつかれさまでし
た。コロナ収まらず大変な運営だったと思います。会長
は解放感でしょうか。幹事はあと１年 SAAがんばって
下さい !!�

6月28日のスマイル　小計 36,000円　2020〜2021年度　累計 674,718円

2020-21年度スマイルランキング
金　　額 回　　　数

1 本坊　　修 1 加島　　繁
2 加島　　繁 2 海江田順三郎
3 海江田順三郎 3 本坊　　修
4 竹添　　寛 4 福山　泰広
5 石塚　俊雄 5 高岡　和也
5 福山　泰広 5 丸元　貞夫
7 丸元　貞夫 5 竹添　　寛
8 高岡　和也 5 宮脇　謙舟
8 池畠　泰光 9 橋元　　隆
10 宮脇　謙舟 9 池畠　泰光

9 吉田　健朗
9 丸山健太郎

令和３年７月５日　第2017回例会

週報 No.

みなさん、こんばんは。
本年度、最後の会長の時間ですが、
この後卓話もありますので早く終わ
らせたいと思います。
これまで私自身に迷いが起きた時
に背中を押してくれる「遠慮は無沙汰」という言
葉があります。
相手のことを考えて訪問を控えるも、度が過ぎ
ると何の挨拶もしないのと同じでむしろ失礼にな
るという意味です。この言葉を自分なりに解釈す
ると、例えば仕事上で相手に会うべきか迷ったと
きはまず会いに行き、相手の反応を見て結論を出
すこととし、「あれこれ考えるよりは、行動しなけ
れば先に進まない」と判断する言葉としてとらえ
ています。
今月で、ロータリーに入会して 5年 9か月になり、
会長をお引き受けしたときは、入会 3年目でした。
当時ある方に「良く引き受けたね」と言われまし
たが、本当におっしゃる通り、私を推薦されたロー
タリーは勇気があるなと感じました。不安はあり
ましたが、「遠慮は無沙汰」の言葉に背中を押され、
会員の皆さまには一年間我慢していただくことに
なりますが、経験の浅い私でも取りあえずは前進

するだろうという気持ちで一歩踏み出しました。
しかしながら、コロナウイルスは手ごわく、
ショッパナから立ち止まり、なかなか前に進めま
せんでした。このような状況ではありましたが、
ありがたいことに私にはサポートしてくださる方
がたくさんいました。
幹事である高岡さんは、常識的な判断やこまめ
な連絡を頂き優秀な幹事でした。
事務局の安部さんには、面倒をお掛けしました
が良き協力者でした。
また、コロナ対策でご心配をおかけしました各
委員長や会員の皆様には大変お世話になりました。
心より感謝いたします。
次年度の橋元会長・下村幹事には、多大なるサ
ポートをしていただきましたので、次は私がお役
に立てるよう全集中で頑張りたいと思います。
一年間貴重な経験をさせていただきました。
最後に、前坂元会長のマネをしょうと思いまし
たが無理でした。
だいぶ価値観を下げた会長でしたが、次年度の
橋元会長にとっては普通通りこなせば間違いなく
評価が上がります。
橋元・下村年度の活躍を祈念しまして、本日の
会長の時間を終わります。
ありがとうございました。

1990

会長・幹事　任期を終えて

会長挨拶
会長　加島　繁

昨年、コロナ禍で第 44 代会長を務めさせていた
だき、終息の見えない状況の中、何をもって「安
心安全なクラブ活動」か、各クラブの情報を収集
しながらの 1年でしたが、おかげ様で高岡幹事を
はじめ、各委員長、並びに会員の皆様のご協力に
より、なんとか 1年を乗り切ることが出来ました。
活動が制限される中、思うように職務を果たす
ことが出来ず、大変申し訳なく思っております。
悔いは残りますが、私にとりまして大変貴重な

経験となりました。
昨年 7 月、市内のクラスターにより例会が休会
となり、7 月 20 日食事なしの理事会。2 回目は高
岡幹事が進めたズームによる理事会となり、8月の
末ようやく第 1回目の例会が開催されました。
また、クラブ会長会議もＷＥＢ会議となりまし
た。
従来の活動である、セ・釜山ロータリーとの交
流は断念し、ビデオレターにて、セ・釜山ロータ
リー、那覇西ロータリー、会津若松西ロータリー
に送りました。
今年に入り、那覇西ロータリーとの学生交流は、
沖縄尚学から鹿児島樟南高校へＷＥＢで生発信し、
1年間の活動を披露し、お互いの交流が出来ました。
生徒及び学校関係者、中央ロータリーの交流委

加島　繁

会員卓話＝橋元隆君、下村哲也君「会長・幹事就任の挨拶」 96.15％



員会のご尽力に感謝いたします。
「ローターアクト」は、鹿児島大学アカデミーク
ラブの岩井会長とともに鹿児島大学の学生ボラン
ティア活動の参加を検討し、次年度の実現に向け
て進めています。私もできる限りのサポートをし
たいと思います。
地区目標は、17 の具体的計画を掲げていました
が、今回はどのクラブもコロナ禍の影響を受け達
成できませんでした。
本年度のＲ I会長はホルガー・クナーク氏でテー
マは「ロータリーは機会の扉を開く」でした。
クナーク氏はドイツの出身者で、国によって、
クラブによって、多様性こそが扉を開くとしてい
ます。また、第 2730 地区ガバナー風呂井氏の地区
スローガンは「不易流行・ロータリーの基本を堅
持し変化に対するクラブを」でした。
時代とともにやり方も変えていかなければいけ
ないという意味で、当クラブのテーマは「扉を開
ける勇気と変化を感じる勇気を持とう」でした。
振り返りますと、コロナ禍での 1 年間は、模索
しながらのロータリー活動となり、まさにテーマ、
スローガン通りの展開となりました。
1年半で世界は大きく変化し人々を見えない恐怖
へとおとしいれました。
しかしながら、この異常事態であってもロータ
リーアンとして、ロータリーの中核的価値観、親睦、
高潔性、多様性、奉仕、リーダシップなどをさら
に深め、支えあうことで、新たな起点が誕生する
と確信しています。
次年度の橋元、下村年度は、コロナ禍が終息し、本
来の活動ができますことを心から願っております。
最後に、大変な状況の中、支えていただいた高岡
幹事、ロータリー歴の浅い私を温かく導いてくだっ
た各委員長、会員の皆様、サポートをしていただい
た事務局の安部さんに心より感謝申し上げます。
「一年間、本当にありがとうございました。」

幹事挨拶
幹事　高岡　和也

皆さん、こんばんは。
今年度一年間の幹事という役目が本日をもって
ようやく終了となりました。
やはり終わってみると長かったようで、短かっ
た一年間だったように感じます。
初めに、大したことは全くやれずに会のために
は貢献できなかったポンコツ幹事を温かく見守っ
て頂きました会員の皆様と、知らない事ばかりで
迷ったり困ったりしたときにサポートを頂いた理
事役員の皆様と、事務局の安部さんにお礼を言い
たいと思います。
この 1 年間、見放さずに支えて頂きありがとう

ございました。
そして、加島会長には、歴代の優秀な幹事の方
たちと比べて、若さとゴルフが上手いだけで取り
柄のない私をひっぱって頂き、いざという時は、
加島会長の決断力に助けていただいたことが何度
もあり実は頼りにさせてもらっておりました。あ
りがとうございました。
この一年間の思い出と言えば、やはりコロナで
始まりコロナで終わるという、まるっと一年コロ
ナ漬けで終わったという事です。
まさか当初は、1年も続くと思っておらず、下期
には通常通りの日常が戻ってきているつもりでい
ました。まず 7月の例会の全中止から始まり、理
事会も思うように開催できずに、ＬＩＮＥやＺＯ
ＯＭを使い四苦八苦しながらの運営がはじまりま
した。山形屋例会場も、制限がつきました。
そんな中で、例会にどれだけの方が出席いただ
けるのか不安でした。
ですが、さすがローターリアン魂というか、例
会を開催すると、いつも 30 名以上の方に出席いた
だきました。ありがとうございました。例会に来
れなくても積極的に ZOOMで参加頂いた会員の皆
様もおられて感謝しております。
やはりロータリークラブというのは、もちろん奉
仕活動を目的にした組織ではありますが、その会に
所属されている皆様の高潔性や人間性のすばらしさ
を改めて感じることができたと思います。林先生な
どは、なかなか職業上の関係で、例会に参加され
ることは難しい中、毎回、ZOOMで出席して頂き、
ZOOMを取り入れたことに意味があったことを証
明していただいたようで嬉しく思います。
何もしなかった 1 年間ではありましたが、その
中でも最も楽しかったのは、会員の皆様とゴルフ
が沢山できたことです。今年、やれることと言っ
たら、ゴルフくらいしかありませんでしたので例
年に比べ、ゴルフコンペを沢山おこない、たくさ
んの方に参加頂きありがとうございました。
その結果、人によってはみるみる上達していか
れる会員をみてとても励みになりました。努力は
やはり結果に結びつくと確信しました。
宮脇さんにおかれましては、最初の目標にされ
ておりました 100 切りをついに、今年度中に達成
をされたそうです！素晴らしいと思います！
これからのゴルフライフもどんどん面白いもの
になるに違いありません。私も、負けないように
頑張りたいと思います。
最後に、皆さんに支えられてどうにか 1 年間、
自分なりに幹事を務めあげる事ができました。本
当にありがとうございました。
以上です。

スマイルランキング発表 次期幹事より、理事役員紹介

幹事任期を終えて会長任期を終えて
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記念品贈呈

花束贈呈


