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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：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：米山記念奨学生　陳　珂雨（チン　カウ）様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　　橋元　隆君
奨学金支給：陳　珂雨（チン　カウ）様
誕生日お祝い：	
２月：志賀　啓一君（６日）・	濱薗　義弘君（６日）
　　　丸山　健太郎君（11 日）・西川　義久君（13 日）
　　　大迫　哲也君（23 日）・福留　幸一郎君（25 日）
　　　橋元　隆君（28 日）
３月：里　良男君（2日）・吉田健朗君（７日）
　　　前迫　実君（12 日）・竹添　寛君（13 日）
　　　加島　繁君（25 日）
結婚記念お祝い：
２月：本坊　修君（６日）・林　良昭君（19 日）
３月：宇都　和治君（９日）・里　良男君（11 日）
　　　海江田　順三郎君（15 日）・宮脇　謙舟君（22 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　①週報　②月信　2、3月号　
２）	今年度の鹿児島RC, 鹿児島西 RCとの３クラブ合同例会
は中止となりました。

３）	2022-23 年度ロータリー手帳の予約を受け付けておりま
す。１冊 660 円

　　購入希望の方は、事務局までご連絡ください。
４）ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時：2022 年 5 月 14 日（土）10：00 ～

　場所：東京市ヶ谷の日本棋院本院 1階対局室
　参加料：7,000 円（昼食、賞品代等含む）
　参加希望の方は、事務局までご連絡ください。
５）第 2730 地区大会フォトコンテストのご案内
　作品応募期間　3月 31 日（木）到着分まで。ロータリー
活動に限らず、日々の生活で見つけられたショット、今まで
に撮りだめた自慢の一枚等、テーマ・撮影時期問いません。
６）ＲＣＣ例会：天文館松山通り　リンクビル 9階
　3/13（日）	 指名出席者⇒本坊・西川　各会員
　3/27（日）	 指名出席者⇒丸元・宮脇・下田　各会員
７）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞
８）次週 3/14 例会プログラム
・職業奉仕賞授与式　受賞者　
		㈱南日本総合サービス　樋口　茂光（ひぐち　しげみつ）様
・次々週　3/21 は祝日のため休会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：米山記念奨学生卓話　　陳　珂雨様

次回例会　令和４年３月28日（月）
PETS報告

会長エレクト　田中　和俊君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2036回例会 54名 30名 71.43%
前々回（１月12日）の補正 54名 32名 91.43%
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●橋元　隆君／誕生日祝い、ありがとうございます。50
代最後の１年となります。１年間、有意義な年になりま
すよう精進したいと思います。
●海江田　順三郎君／結婚記念を頂き有難うございまし
た。昭和 31 年に結婚して、金婚式も大部前にいたしま
した。彼内も 91 才になり最近よく転ぶようになりまし
たので毎日油断出来ない状況です。
●本坊　修君／結婚記念のお祝い有難うございます。昭
和 46 年２月６日、今は無き鶴鳴館での式でした。51 年
昔です。
●前迫　実君／誕生日祝い有難うございます。71才にな
ります。最近体力不足なのでこれから運動に励みたいと
思っております。
●里　良男君／誕生日お祝い有難うございました。何歳
になったか、忘れました。
●竹添　寛君／誕生日祝ありがとうございます。近年体
力的に衰えが見えて来て誕生日が来るたびにあと何回迎
えるかなと両手両足の指を折っています。来年も迎える

事出来る様に用心します。
●宇都　和治君／結婚祝い有難うございます。仲むつま
じく寄り添って２人暮しをしております。喜寿を迎え病
気一つしなくて妻に感謝しております。80過ぎまでもバ
リバリゴルフしたいです。
●平山　勢津子君／陳さん無事に論文を終えられよかっ
たですね。今日が最後の例会となりました。コロナ禍の
中もっと交流をと思っていましたが、それが残念でした。
これからもどうぞ日本での経験を生かして中国と日本の
友好のかけ橋になって下さい。卒業おめでとうございま
す。そして又お遊びにいらして下さい。
●宮脇　謙舟君／結婚記念祝、ありがとうございます。
25 年、銀婚式のはずです。今後もがんばります。
●吉田　健朗君／本日で 57 才となりました。これから
も体をいたわり頑張ります。
●加島　繁君／誕生日は月末ですが、３月に入り暖かく
なってきたのがうれしいです。来年は 70 歳になるよう
です。良いのか悪いのか？
●大迫　哲也君／誕生日祝ありがとうございます。今年
64回目になります。年金もらうまで、あと１年頑張ります。

3月7日のスマイル　小計 37,000円　2021〜2022年度　累計 384,807円

令和４年３月14日　第2037回例会

週報 No.

　１月 17 日以来の例会です。皆さ
ん約１ヶ月半いかがお過ごしでした
か？新型コロナウィルス感染拡大に
伴い、やむを得ず休会とさせていた
だきました。実は、弊社社員も子ど
も（小学生）からの感染でコロナ陽
性者になりました。約 10 日間の自宅及びホテルで
の自粛でしたが、会社としては多少のダメージが
ありました。会員の皆様の中にも、コロナの影響
を大きく受けられた方もいらっしゃるのではない
でしょうか？まだコロナが収束したわけでござい
ませんので、引き続き予防対策をしていきましょ
う。
　さて、３月のロータリー月間は、水と衛生でご
ざいます。それでは水と衛生について少々勉強し
ましたので、発表させていただきます。
　きれいな水を利用できることは、基本的な人権
です。しかし世界には適切な衛生設備が利用でき
ない人が 25 億人と、安全な飲み水が得られない人
が７億 4800 万人おり、さらに毎日 1400 人の子ど
もが劣悪な衛生環境と不衛生な水を原因とする病

気で命を落としています。
　前にも述べましたが、国連は 2015 年、環境と気
候変動に対応しながら貧困問題と福祉改善に取り
組むため「持続可能な開発目標」を設定しました。
目標の１つは水と衛生に関する項目で「すべての
人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確
保する」ことを目的としています。
　ロータリーでも、井戸や雨水貯水システムの設
置、水設備管理の研修、疾病予防のための水・設
備の提供など、水関連の多くの活動が実施されて
います。もう 30 年程前になりますが、鹿児島市を
中心に甚大な被害をもたらした 8.6 水害がありまし
た。私の住む地域では1週間程の断水が続きました。
その際は自衛隊の給水車に家族でバケツや鍋等を
持って並び、水をもらい、家では雨水や室外機か
らの水を集めトイレに使うなど水を大切に使った
ものでした。
　今は蛇口をひねればいつでもきれいな水が出て、
あの時の水を大切に思う意識が自分自身、薄れて
いることを反省しました。
　水をはじめ、限られた資源をみんなで大切にし
ていきましょう。

2010

本日の曲目：春の小川、ジュピター、ユーモレスク、愛の讃歌	 演奏：入来慶子

ゲスト卓話「私と日本」ゲスト卓話「私と日本」

米山記念奨学生　陳　珂雨
　日本語を勉強したいと思った理由
は、好きなアニメを翻訳でき、自分
一人でも日本へ行くことができるよ
うに目指したからです。大学時代に
中国で日本語を頑張って勉強したお

かげで、大学の先生が私を鹿児島大学に推薦して
くれました。この突然訪れた留学の機会を是非実
現しようと思いました。
　鹿児島に来た最初の頃、一人で買い物に行き、
道に迷った時、他人に道を尋ねるだけでもとても
緊張しました。研究室の友達は私に親切で、一緒

に遊びに誘ってくれました。そのおかけで、私は
勇気を持ち、気軽に人々と話ができました。ここ
で国境を越えた友人に出会えたことは幸運だと思
います。私の指導先生の侯先生は 62 歳ですが、常
に時代に歩調を合わせており、仕事に真剣に向き
合っています。私の人生で、５年間も一番長く教
えてくれた先生なので、先生から良い仕事スタイ
ルを学びました。坂尾先生はいつも親切な方で、
研究実験から両国生活の違いまで、気軽に相談で
きます。私は彼女を信頼しており、将来坂尾先生
のような大学の先生になりたいと思います。
　学校では、鹿児島大学の大学祭に参加し、小籠
包やタピオカ等を販売し面白いでした。春に甲突
川河畔のお花見、夏に慈眼寺で流しそば、研究室

■親睦委員会
委員長　小笹　貴之

　納涼家族会は新型コロナの影響も
あり中止となりましたが、忘年家族
会は、12 月５日（日）サンロイヤル
ホテルにて、会員・ご家族等５４名
の参加のもと、素晴らしいゴスペル

の発表や会長・幹事による楽しいパフォーマンス、
豪華賞品が当たるクリスマスビンゴと盛大に開催

することができました。春の観桜会については新
型コロナの再拡大もあり、現時点では未定となっ
ています。
　例会受付、スマイル発表についても円滑に実施
できていますが、親睦委員会メンバーの皆さんも
多忙のため出席者に偏りも見られることから、よ
り多くの方に出席いただき、スマイル等で役割発
揮いただくことが今後の課題となります。

橋元　隆

71.43％職業奉仕授与式 水と衛生月間３月



のメンバーと一緒に日本らしい活動を体験しまし
た。鹿大演習林での合宿を通じて、初めて森科学
に関する知識を身をもって体験しました。
　鹿児島での生活で、友達と一緒におはら祭りや
花火大会に行き、茶道及び華道を体験して、最初
の望みは一つずつ叶いました。そして、屋久島に
行って、屋久島の中学生との異文化交流会に参加
しました。屋久島の地元の人や自然が深く印象に
残りました。鹿屋に行って、友達の家を訪ねたり、
家庭料理を味わったりしました。垂水市に行って、
だんだんと消えていく高齢者の村を見ました。鹿
児島中央ロータリークラブのメンバーと出会い、
親切に私と話して、飲み会で鹿児島弁を教わり、
学校で感じない社会生活を充実させてくれました。

ここで色々な感動や経験を得られて、心温まる記
憶、楽しいこと、なつかいことも、それは一生忘
れません。
　会えば必ず別れがあります。3月に私は卒業しま
す。ここに博士学位をもらえただけではなく、勇気
と行動力がある人になれたと思います。そして日本
各地に観光するだけではなく、日本の友人をふやし、
日本との絆をはぐくみました。私は自由に便利で日
本に留学することができたのは、先輩方が中日友好
交流のために、何十年も努力したおかけで、この時
代に生まれたのは幸運だったと思います。
　最後になりますが、あらためて中央ロータリー
クラブの皆さまにお礼を申しあげます。ありがと
うございました。

クラブ協議会「上期報告・下期計画」クラブ協議会「上期報告・下期計画」

■会員増強委員会　
委員長　下　隆治

本年度は会員 53 名でスタートし、10
月に小濱愛斗さんを迎え入れ、現在
54 名の会員です。昨年の会員増強
フォーラムでは、退会会員の再入会
を促す策、女性入会を促進する策、

魅力あるクラブにする策、鹿中央 RC案内パンフ
の利活用でご意見をいただきました。まずは、パ
ンフを 2部ずつお渡ししましたので、勧誘時にご
利用ください。
　コロナ禍、活動も勧誘も制約がありますが、会
員になることの意義、楽しさを分かちあうととも
に、レディース会の充実、更なる会員交流など鹿
中央 RCの更なる活性化を図る中で、退会会員へ
の呼びかけや企業経営者なら息子さん、関係者へ
の呼びかけ依頼など、会員増へ向け活動いたしま
す。下期も会員皆さまのご協力をお願いします。

■職業奉仕委員会
委員長　宮脇　謙舟

職業奉仕フォーラムを開催致しまし
た。他の会員の職業を知る事も大事
な事でありますので、３名の方へご
自分の職業について、また職業奉仕
について卓話頂きました。計画をし

ていた職場訪問例会につきましては新型コロナウ
イルスの影響で延期となっています。状況をみな
がら下期に開催予定です。職業奉仕賞授与式を１
月 31 日に予定しています。長年職務を通じて世の
中へ貢献されてきた方の表彰を予定しています。

■社会奉仕委員会　
委員長　吉田　健朗

　社会奉仕委員会では、毎年会員に
個別に購入協力をお願いしている
RCC「犬猫と共生できる社会を目指
す会」が制作しているカレンダーを
年度当初に予算組させていただき、

一括で購入し会員に配布させていただきました。
おかげさまで販売の手間が無くなったと同時に漏
れなく会員に配布することができました。
　今年度ガバナーの肝いりで計画されている地区

の社会奉仕事業「ロータリー奉仕デー　海岸美化
清掃活動」ですが当初昨年 9/12 に計画されていた
もののコロナウイルス感染拡大を受け 3/6 に変更
となっています。鹿児島市内ブロック 12 クラブ合
同で実施予定とのことですが当日鹿児島マラソン
と重なってしまうため実施場所については会長幹
事会で協議される予定です。確定したらご案内す
るのでご協力お願いいたします。
　さらにコロナ次第ではありますが 4月開催予定
の社会奉仕フォーラムでは「かごしまこども食堂・
地域食堂ネットワーク」の方をお招きし卓話を考
えております。

■国際奉仕委員会
委員長　坂元　直人

◇上期報告
　	　本年度もコロナ禍で，長年に渡る
通年行事であったセ釜山ロータリー
クラブへの離就任記念式典参加は叶
うことができませんでした。

　早期にコロナが終息し，セ釜山ロータリーク
ラブとの交流が再開できるようになればと願っ
ております。
◇下期計画
　下期は，国際奉仕フォーラムを２月 28 日の例
会で予定しております。
　セ釜山ロータリークラブとのこれまでの交流
にご経験の深い会員の方々数名に卓話をお願い
したいと考えております。
　人選は橋元会長と既に行っておりますので，
私の方から声かけがあった場合，会員の皆様方
におかれましては，ご協力くださいますよう，
宜しくお願い申し上げます。

■広報・雑誌・ＩＴ委員会　
委員長　中間　貴志

◇上半期の報告
　	　週報用の写真撮影，週報の発行，
友のみどころを怠りなく実施して
きました。
◇下半期の計画

　上半期と同様に，週報に例会の楽しい雰囲気
が伝わるよう，良い写真を撮り，ロータリーの
友のみどころを分かり易く紹介できるよう努め
ます。

定例理事会議事録定例理事会議事録

議　題
１）	3・4 月例会プログラム
及び行事予定（添付資
料）	……………… 承認

２）会計報告（別紙明細）
　① 1、2月度試算表について
⇒	休会中の食事代の扱いに
ついては、次年度にその
取扱を検討する（イベント・行事への補助増額等）。
３）観桜会について
⇒コロナ禍を踏まえて当面延期する。

４）年輪会日程について
⇒コロナ禍を踏まえて当面延期する。
５）コロナ禍を理由とする欠席扱いについて
⇒ 2月いっぱいを 3月まで延長する。
６）その他
　①報告事項
⇒今年度の３クラブ合同例会は中止。
　②会津若松交流について
⇒準備会合の時期につき検討する。
　③次回理事会について　
　　令和 4年 4月 4日（月）13：30 ～
　　於：開聞

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和4年3月7日（水）
例会後～

出席者 橋元　隆・下村哲也
田中和俊・松元まや
高岡和也・小福田博
宮脇謙舟・吉田健朗
栫浩多郎・竹添　寛
加島　繁

欠席者 丸山健太郎・坂元直人


