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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　　　　　　
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　橋元　隆君
誕生日お祝い：海江田　順三郎君（3日）・田中　和俊君（13日）
　　　　　　　下田　亮二君（13 日）・坂元　次郎君（25 日）
　　　　　　　丸元　貞夫君（30 日）
結婚記念お祝い：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）・高日　規寿（10 日）
　　　　　　　　神野　洋介君（16 日）・福山　泰広君（26 日）
　　　　　　　　橋元　隆君（29 日）・吉田　健朗君（29 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１） 本日の配布　①月信　4 月号　②週報　　
２） 4 月 5 日（火）市内 RC 会長幹事会　18：30 ～
　　　　　　　　　於：サンロイヤルホテル
　出席者　⇒　宇都ガバナー補佐、橋元会長、下村幹事
３） 新入会員名簿用シールをまだもらってない方は、事務局

へお声掛けください。
４）本日定例理事会　例会終了後　於：社交室
５）次週　4/11（月）　例会プログラム
　・ゲスト卓話　「桜島大根の底力」　

　　　鹿児島大学農学部講師　加治屋　勝子様
　・友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
出席報告：出席委員会               
スマイルボックス：親睦委員会
国際奉仕フォーラム
会員卓話＝海江田　順三郎君、椨　茂吉君

次回例会　令和４年４月 18 日（月）
社会奉仕フォーラム

鹿児島こども食堂　代表　園田　愛美 様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2039回例会 53名 32名 69.57%
前々回（3月14日）の補正 54名 30名 66.67%

第
２
０
３
９
回
例
会
記
録　

４
月
４
日（
月
）

●橋元　隆君／結婚記念日祝いありがとうございます。
４月 29 日昭和の日ですが、中央 RC のおかげで、忘れ
ないですむので助かります。
●海江田　順三郎君／誕生日お祝いを頂き有難うござい
ます。昨日で 94 才になりました。長生きも芸の内とは
申せ、クラブの平均年令を毎年あげていることを恐縮に
存じます。
●椨　茂吉君／結婚記念有難うございます。
●丸元　貞夫君／①先週３月 31 日で弊社、阪東機工（株）
の第 75 期が終了しました。かなりの増収、増益が見込
まれそうです。②先々週の３月 25 日より、いよいよプ
ロ野球が始まりました。巨人狂の小生にとって、８勝１
敗と、最高のスタートダッシュです。大ニコニコでスマ
イルします。③誕生日祝い、有難う御座居ます。此の 4
月 30 日で満 82 才になります。
●本坊　修君／連続出席表彰有難当ございます。10 年連
続を目指し頑張ります。コロナが続く限り出席可能だと
思います。
●前迫　実君／結婚祝いありがとうございます。何も言

うことはございません。
●田中　和俊君／誕生日祝いありがとうございます。53
才になります。今年は大変な一年になりそうなので気を
引きしめていきたいと思います。
●池脇　剛君／結婚記念日お祝いありがとうございま
す。
●吉田　健朗君／結婚記念日祝いありがとうございまし
た。今日会場に来て思い出しました。あやうく忘れると
ころでした。ロータリーに感謝です。
●加島　繁君／結婚記念日のお祝い有難うございます。
思い返せば結婚式当日は大雨で大荒れでした。親戚に「雨
降って地固まると言うからね」と慰められましたがあれ
から 43 年今だに固まっていません。
●丸山　健太郎君／結婚記念のお祝いをありがとうござ
いました。頂くまですっかり忘れていました。記念日に
は間に合うので、何とかつじつまを合わせます。
●福山　泰広君／結婚祝いありがとうございました。結
婚 42 年、お互いがまん強くなりました。
●西川　義久君／誕生日祝いありがとうございます。２
月 13 日で 57 才になりました。50 才前後の人に、お若い
ですねと言ってしまうついこの頃です。

4月4日のスマイル　小計 43,000円　2021〜2022年度　累計 455,407円

令和４年4月11日　第2040回例会

週報 No.

　皆さん、こんにちは。今月の
ロータリー月間は母子の健康で
す。それではロータリーでの母
子の健康について調べましたの
で発表したいと思います。
　毎年、５歳未満で命を落とす子どもは、
世界で推定 590 万人。その原因は、栄養失
調、適切な医療や衛生設備の欠如など、ど
れも予防の可能なものばかりです。予防可
能な原因で母と子どもが命を落とすことな
どあってならないと、ロータリーではすべ
ての母子が質の高い医療が受けられるよ
う、そして出産で命を落とす母親がいなく
なり、子どもがすくすくと成長できるよう
に、支援活動を行っています。
　又、ロータリーでは教育、予防接種、出
産キット、移動クリニックなど、ありと
あらゆる方法で母子の健康を推進していま
す。それと女性を対象に、ＨＩＶ母子感染
の予防、母乳による授乳、病気の予防に関
する教育も行っています。
　その成果として、地域社会が自力で母子
の健康を守っていけるよう研修と支援を行
うことによって、持続可能なかたちで母子
の健康を促進しています。
　私事ではございますが、７月 13 日に孫
が産まれました。かわいい女の子で、目の
中に入れても痛くないとはこういう事かと

身にしみております。生後５ヶ月で心臓の
手術が必要となり、その時の気持ちとして
は心配でならず、代わってあげられるもの
なら…、と思うことでした。
　今、日々報道されるウクライナの戦況で、
戦火の中 幼い子どもを抱え必死に逃げる
母親、目の前で子どもを２人も亡くしたと
泣き崩れる母親、ウクライナに残り戦う父
親との別れをいやがり必死に泣き訴える幼
子、どの映像を見ても、大人も勿論ですが、
未来ある子どもたちが犠牲になったり、今
もなお怖い思いをしたり、食糧はおろか飲
み水にさえ不自由な思いをしていると思う
と胸が詰まります。世界に目を向けると、
他にもまだまだ今日一日を生き抜くことが
大変な子どもが多くいます。
　先程お話しした私の孫は、その後順調に
快復しすくすく育っていますが、これも日
本という恵まれた国に私達が居るからだと
幸せに思います。自分達の環境に感謝しつ
つ、世界で苦しんでいる母子を助けていき
ましょう。
　最後に、５月 21 日・22 日は地区大会で
ございます。現在、15 名の方々に参加の
返事をいただいております。登録料や諸々
の経費に関しては、中央 RC で負担するこ
とが決定しております。皆さん、今からで
も出席歓迎ですので、一緒に都城へ行きま
しょう。

2013

本日の曲目：ワルツ第７番、ノクターン第２番、月の光 演奏：入来慶子

橋元　隆

69.57％
ゲスト卓話 =「桜島大根の底力」
　鹿児島大学農学部　講師　加冶屋　勝子 様 母子の健康月間４月

どうしても撮ってというので…
連続出席表彰でした。

結婚祝 スマイル誕生日祝



国際奉仕フォーラム国際奉仕フォーラム

　坂元　直人
　昨年度から二年連続で国際奉
仕委員長を務めさせて頂いてお
ります坂元です。
　コロナ禍で、私が会長を務め

させて頂いた令和元年度がセ釜山ロータ
リークラブの離就任記念式典参加が最後と
なり、以降、離就任記念式典参加が叶わな
い状況が続いております。
　私の会長就任時の離就任記念式典参加
は、僅か３年位前の出来事なのですが、遥
か遠くの出来事として懐かしい記憶として
残っております。
　事実上、国際奉仕関連の活動は止まった
ままの状態と評価しても差し支えない状況
であり、コロナ禍が少しでも早く明けて、
以前のようにセ釜山ロータリークラブとの
交流が再開できますことを切に願って止み
ません。
　本日は、国際奉仕フォーラムの日となっ
ておりますが、どのようなフォーラムにし
ようか非常に頭を悩ませた次第です。
　我がクラブには、セ釜山ロータリークラ
ブとの歴代の活動状況についての生き字引
とも評価されるような重鎮の会員がおられ
ますので、私の方で二名の方にお願いをし
まして、過去の活動状況を改めて再考でき
ればと思っております。
　先ず、椨会員に過去の体験談等を含めて
セ釜山ロータリークラブとのこれまでの我
がクラブの歩みをご報告して頂きたいと思
います。
　その後、海江田会員にセ釜山ロータリー
クラブと我がクラブとのこれまでの交流の
歴史や、我がクラブの活動状況の歴史につ
いてご報告をして頂きたいと思います。
　それでは、椨会員宜しくお願いします。

セ釜山 RC との姉妹盟約と世界社会奉仕

海江田　順三郎
　セ釜山 RC との姉妹盟約につ
いては、当時の週報と椨さんの
卓話でもご理解になったと思い
ますので私は盟約の機縁となっ

た世界社会奉仕に触れさせて頂きます。五
大奉仕の中の社会奉仕は職業奉仕と並んで
ロータリーの中核

かく

的奉仕ですが、社会奉
仕の対象となる社会の範囲は、それぞれの
RC が存在する市町村が主体となっている
と思います。RI（国際ロータリー）が奨

しょう

励
れい

する「世界社会奉仕」は先進国の RC が開
発途上国の RC と協同して途上国の社会の
ニーズに応じて財政的援助をする（マッチ
ンググラント）を意味します。援助を希望
する RC はその対象となる事項を RI に登
録し、RI は世界中の RC の要求に応じて登
録リストを広報するシステムになっていま
した。当クラブでは当時、地区のフォーラ
ムで世界社会奉仕担当の委員会にカウンセ
ラーとして大津パストガバナー、委員長と
して原田会長が就任されていたので、島津
国際奉仕委員長が両氏の督

とく

励
れい

を受けて、韓
国セ釜山 RC 提唱の恵

けい

星
せい

口話（聾
ろう

唖
あ

）学校
に対するマッチンググラントを決定しまし
た。この事から両クラブの相互訪問が始ま
り、姉妹盟約締結への運

はこ

びとなりました。
当クラブとの盟約以前にセ釜山クラブと姉
妹クラブとなった大阪の某 RC とは短期間
で盟約が解除されたのに比し、当クラブと
の盟約はすでに 40 年近く継続されてきま
した。鹿児島の人は情があると向うの会員
がよく口にされていましたが、日本語が話
せる年輩者が少なくなってきた韓国のロー
タリアンとの交流は、最近の日韓関係のよ
うに疎通不全に陥ることがないように、逆
に日韓ロータリー親善会議を強化して、民

を以って官を補
おぎな

う方
ほう

策
さく

が必要ではないかと
考えます。余命いくばくもありませんが、
もう一度ハングルの学習にチャレンジした
いと思ったりしています。

椨　茂吉
　中央 RC が出来て 10 年位し
てから国際奉仕として近隣の外
国の RC と一緒に奉仕活動をす
る事になって、セ釜山 RC と共

同で釜山恵星口語学校にミシンを希望して
ると云う事でミシン２台をプレゼントする
べく計画して実行する事になりました。第
１回のプレゼントに私共中央 RC から多数
のロータリアンが出席する事になり、私も

当時国際委員長として参加する事になりま
した。飛行機で行く人、福岡より船で行く
人色々とあり、私は福岡より船で行く事に
なり、２時間半で釜山港に着いたらセ釜山
RC の皆様大勢で出迎えてくれました。
　デパートの７階が例会場で、同時間帯に
２～３クラブの例会があり、昼食は他クラ
ブも同様、自分で好きなものを取って食べ
ると云う。合理的だと思いました。
　初めての外国クラブとの親睦で、セ釜山
RC の「パクさん」という人が早稲田大学
出身で大変日本語がうまくて私共日本から
行った一行もすぐに親しくなりました。

定例理事会議事録定例理事会議事録

議　題
１） 4・5 月例会プログラ

ム及び行事予定（添
付資料）

4/18 ゲスト卓話：鹿児
島こども食堂代表　
園田愛美様

4/25 ラウンドテーブル→中止
5/16 青少年フォーラム→委員長報告（鹿児島大

学との協議状況）
5/30 レディースデー例会→ 5 月理事会で決定

２） 会計報告（別紙明細）：3 月度試算表について
　　　　　　　　　………………………………承認
３） 2022-2023 年度委員会名簿について（添付資料）
　　　　　　　　…………………………………承認
４） 地区予算について（添付資料）………………承認
５） 伊藤　一雄会員の退会について（添付資料）
　　　　　　　　…………………………………承認
６）入会キャンペーン
　⇒  6 月までに入会した会員は 21 年度下期の会費免

除を承認。
７）川畑　英樹会員の休会届けについて（添付資料）
　⇒ 休会規程がないが、要件を満たすため出席免除

扱いとする。
８）ウクライナ災害救援支援金について

　⇒  1 人 1,000 円、暫定的に一般会計から拠出する。
財団に直接寄付する。

９）観桜会について⇒中止。
10）年輪会について⇒中止。
11）コロナを理由とする欠席の出席扱いについて
　⇒  4 月いっぱいに延長。5 月の取扱は 4 月末に持

ち回りで決定する。
12）地区大会バス利用について⇒利用する。
13）社会奉仕事業について
　⇒ 今年度の社会奉仕事業として、こども食堂の希

望を踏まえて物品を寄贈すること（社会奉仕委
員会予算 10 万円）につき、承認。4/18 卓話謝
礼の代わりに目録を贈呈する。

14） 例会場に鹿児島 RC・鹿児島西 RC と共同で
Wi-Fi を設置すること（各クラブ負担は月額
1,500 円程度）

　　　　　　　 ……………………………………承認
15）その他
① 45 周年記念誌について
　⇒ 記念誌委員会（前会長・幹事、現会長・幹事、

次期会長・幹事、川路会員）を来週例会後に開
催する。

②会津若松西 RC60 周年訪問（6/12 予定）
　⇒盟約 25 周年記念も併せて行う。
③次回理事会について
　⇒令和 4 年 5 月 9 日（月）　例会後～　
　　於：開聞 or 例会場

会議名 定例理事会
場　所 社交室
日　時 令和 4 年 4 月 4 日（月）

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
丸山健太郎・吉田健朗
坂元直人・栫浩多郎
竹添　寛・加島　繁

欠席者 宮脇　謙舟


