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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：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　橋元　隆君
入会式：植田　博志（うえだ　ひろし）君・
　　　　濵上　友美（はまうえ　ともみ）君
　（1）推薦者の言葉　⇒　竹添　寛君
　（2）会長よりバッジ贈呈
　（3）新入会員⇒植田君　
　　　勤務先：明治安田生命保険相互会社　鹿児島支社長
　　　職業分類：保険　　所属委員会：親睦
　　　濵上君　勤務先：㈱新輝開発工業　取締役
　　　職業分類：地業工事　　所属委員会：親睦
誕生日お祝い：園田　剛介君（2日）、吉村　隆博君（8日）、
　　　　　　　川路　理幸君（23 日）、平山　勢津子君（24 日）
　　　　　　　池脇　剛君（30 日）
結婚記念御祝：中間　貴志君（3日）、川畑　英樹君（8日）、
　　　　　　　栫　浩多郎君（20 日）、志賀　啓一君（27 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　　①週報　　②月信（６月号）　
２）6/7（火）市内RC新旧会長幹事会　
　　於：サンロイヤルホテル
　　出席者⇒宇都、橋元、田中、松元　会員
３）�会員名簿校正用紙をまだ提出されていない方は、6月 10

日（金）までに事務局へご提出下さい。
　　�本日ご提出される方は、後方の回収 BOXへお入れくだ
さい。

３）RCC例会　6/12( 日）11：00 ～　
　　天文館松山通り　リンクビル９階
　　氏名出席者⇒海江田・池脇・松元　各会員
４）本日 18：30 ～　新旧合同理事会、次期委員長会議
　　於：ふぁみり庵はいから亭　与次郎本店
５）次週（6/13）例会プログラム
　・次年度委員会別打合せ（次年度委員長を中心に）
　・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
クラブ協議会：「地区大会報告」
発表者：下村　哲也君、松元　まや君、栫　浩多郎君

次回例会　令和４年６月 20 日（月）

ゲスト卓話「諦めない心」
元阪神タイガース　横田 慎太郎 様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2046回例会 54名 47名 92.16%
前々回（5月23日）の補正 53名 42名 84.00%

第
２
０
４
７
回
例
会
記
録　

６
月
６
日（
月
）

●平山　勢津子君／お誕生日祝いありがとうございまし
た。この春 10 年に及ぶ母の介護が終わりました。ほっ
とした同時にやはり寂しい気持ちもつもります。これか
らは自分の時間を大切に、やりたいことにも挑戦できた
ら…と思います。これからもよろしくおねがいします。
●池脇　剛君／誕生日祝い有難うございます。信じらな
いけど、70 才になります。先日平山さんの所で高齢者講
習を受けて来ました。
●川路　理幸君／誕生日お祝ありがとうございます。年
をとったなぁと感じるこの頃ですが、がんばって元気出
していこうと思います。

●中間　貴志君／結婚祝いをいただきありがとうござい
ます。平成 19 年６月３日籍を入れました。「イクひさし
くムツミあう」といろゴロあわせでした。早 15 年たち
ました。まだ子育てが大変ですが、妻に感謝です。
●志賀　啓一君／結婚記念ありがとうございます。いつ
も同じことをいいますが、結婚 11 年目になりますが未
だに倦怠期という言葉の意味がワカリマセン。でも一方
通行の愛かもしれないので気をつけます。
●栫　浩多郎君／結婚記念お祝いありがとうございま
す。６月 20 日で丸 13 年となります。ちなみに妻の誕生
日と同じ日です。盛大に祝おうと毎年思うだけになって
います。今年は…。

6月6日のスマイル　小計 16,000円　2021〜2022年度　累計 573,407円

令和４年６月13日　第2048回例会

週報 No.

　皆さん、こんにちは。今月の月間
テーマは「ロータリー親睦活動月間」
となっています。
　来週、再来週と会津若松西 RC60
周年、那覇西RC60周年を祝いに行って参ります。
又、会津若松西 RCとは盟約 25 周年となってお
ります。
　姉妹盟約 RCと皆様の代表として数名で親睦
をはかって参ります。鹿児島中央 RCの会長と
しての最終月を「愛をもって行動し、実践しよ
う！」の精神で邁進していきたいと思います。
　さて、本日は皆さんにプチ情報としてシロア
リについて話をしたいと思います。シロアリは、
名前に「アリ」と入っていますが、アリの仲間
ではありません。実はゴキブリを先祖とした原
始的な昆虫です。最近、家内の実家でシロアリ
が発生し、少し勉強したのでお話しします。
　日本には 22 種類のシロアリが生息しており、
そのうち住宅に害を及ぼすのは５種類ほどです。
被害の8～９割を占めるのが、ヤマトシロアリで、
次いでよく見られるのがイエシロアリです。ヤ
マトシロアリは全国に分布し、イエシロアリは
中部地方以西の太平洋側、四国、九州などに多
く生息し、女王アリを筆頭に兵隊アリ、働きア
リに分かれ巣を作っています。シロアリ王国は、
王と女王を中心に、２. ３％の兵隊アリ、残りの
働きアリで構成されています。因みに、最前線
の兵隊アリほどお年寄りで、女王の側近は若く
強い兵隊アリです。女王アリも若くて強い兵隊

アリの方が良いようです。シロアリに生まれて
こなくて良かったと思いました。
　羽アリの飛翔時期ですがヤマトシロアリは４
～５月の昼間、イエシロアリは６～ 7月の夕方
に分巣の為に一部が羽アリとなり飛びたち、被
害に気づくケースが多々あります。駆除方法で
すが、イエシロアリに関しては、巣を作る為、
毒エサを仕掛けて巣ごと絶滅させるやり方が主
で、ヤマトシロアリに関しては巣を作らない為、
直接薬を散布して駆除するやり方が主です。実
際５年前、弊社でイエシロアリが発生し駆除し
た時、毒エサを仕掛けて成功しました。今回の
家内の実家は、ヤマトシロアリですので直接薬
を散布して駆除します。
　駆除の方法は業者にまかすとして、注意する
点が数点あります。
①春～夏にかけて羽アリを沢山見た。
②床がフワフワと浮いたようになっている。
③床がギシギシ軋む。
④水漏れなどがある。もしくは、水漏れがあった。
⑤床下の湿気が多い。
　以上の点を注意する所ですが、シロアリの巣
が特に多くみられる場所は水廻りが多く、お風
呂場、トイレ、玄関、キッチンなどに集中します。
床が浮いているような場所など重点的に注意す
る必要があります。シロアリは外側を残して中
だけを食べる為、被害が見えにくく、被害を受
けていてもまったく気付かないことも多いです。
その後に駆除する際の処理に大きく影響するの
で、あまり刺激しないことをお勧めします。
　又、羽アリは掃除機で吸い込んでも良いし、

2021
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テープで張り付けて捨てても良いみたいです。
掃除機で吸い込まれたシロアリは一日も経てば
死んでしまいますので、それから掃除機を掃除
してみて下さい。

　以上が注意点ですが、少しでも皆さんのお役
に立てれば幸いです。
　これで会長の時間を終わります。

クラブ協議会「地区大会報告」クラブ協議会「地区大会報告」

■下村　哲也君

　地区大会のうち、規定審議会の状
況についてご報告いたします。

　1.「会員はクラブの所在地域内に事
業場または住居を有することを必要

とする会員資格の規定を改正する件」が採択され
ました。
　2.「正会員はいずれのクラブにも入会候補者を推
薦できるものとする件」が採択されました。
　3.「理事会に、ロータリアンの過去の役職地位を
剥奪することを承認する件（過去に当該役職者で
あったことを資格要件とする役職に就けない）」が
採択されました。
　4.「会員が地区に対して訴訟を提起し、または継
続したクラブまたはローターアクトクラブの加盟
を停止又は終結する権限を理事会に認める件」が
採択されました。

■松元　まや君

　2021 － 22 年度地区大会２日目の本
会議と懇親会に参加してきましたの
でご報告させていただきます。会場
は宮崎ということで、朝早く中央駅
西口から遠足気分でバスに乗り込み

ました。道中では会員同士で楽しくおしゃべりし
てあっという間に会場につきました。会場入り口
では地元のお菓子や地鶏などもいただき、更に遠
足気分が高まりました。大会は、国歌斉唱、ロー
タリーソング「奉仕の理想」から始まり、都城西
RC会長の挨拶、宮崎県知事、都城市長の挨拶があ
りました。次々とテンポ良く報告が進み、米山奨
学生が揃ってそれぞれの活動報告をされたのが印
象に残りました。微力ではありますが、私もロー
タリアンであることで、留学生の力になれている
ことを嬉しく思いました。その後、各種表彰があ

りましたが、難しいことはできないので、次年度
はフォトコンテストに応募して賞を狙おう！と密
かに思いました。
大会の冒頭で「大会の最後まで残った会員が真の
ロータリアンです」と中村靖治会長代理がおっ
しゃっていましたが、プログラムの半分を過ぎる
とどんどん人が減っていきました。私たち鹿児島
中央 RCのメンバーは最後まで参加したので「真
のロータリアン !」ということで、内容は薄っぺら
いですが胸を張って報告終わります。

■栫　浩多郎君

　この度、2730 地区大会に参加して
まいりました。まず、全体を通して
感じた事といたしまして、①人生に
おける大先輩方が率先して運営をし
ている、②ホスピタリティを感じる、

③ロータリーの影響力（県知事・市長）、以上の 3
点です。特に①においては海江田さんや宇都さん
が登壇されてお話しする姿をみて、いつまでもこ
ういった姿勢で何事も臨まなければいけないと感
じました。

つづきまして、内容で印象に残った事ですが、①
橋下徹氏の記念講演「完全燃焼」、②宮崎県知事河
野氏の挨拶、③米山記念奨学生の挨拶、以上の 3
点です。特に①は、単なる理論ではなく実践に基
づいたお話しでしたので印象に残りました。

最後に今回の地区大会に参加をさせていただき、
大会自体の素晴らしさと同時に鹿児島中央ＲＣの
素晴らしさを感じました。川路さんや安部さんの
お心遣いや、記念撮影ではご迷惑をお掛け致しま
したがフォローを頂いたりと、個人的には反省す
る部分が大きかったですが、良い思い出となりま
した。参加されたことの無い会員様におかれまし
ては、来年度にぜひ参加して頂ければと思います。

６月新旧合同理事会議事録６月新旧合同理事会議事録

議　題
１）�6・7 月例会プロ
グラム及び行事
予定（添付資料）　

　　�…承認。6/20RT
は実施する。

２）�会計報告（別紙
明細）

　① �5 月度試算表に
ついて…承認

　②�年度末残金処理
について（5月末
残金）……承認

　　・特別徴収金　777,300 円　→　一般会計へ
　　・運営特別会計　1,810,021 円　
　　　→�今年度 6月会津若松西RCとの盟約２５周

年事業時使用予定
３）会津若松西RC、那覇西RCへの旅費補助について
　→�各旅費につき、一人当たり２万円支給する。会
津若松西についてはホテル代も支給。

４）濱薗義弘会員米寿祝いについて
　→�クラブとして実施する。記念品及び花束を用意
する。

５）稲留会員地区人頭分担金免除申請について
　→地区が実施すれば、免除を継続して実施する。
６）7/7( 木 ) セ釜山離就任式について
　→�ビザ発給が不透明であり、参加が困難なため、

今回は不参加。昨年度と同様の対応を行う。
７）次年度について (添付資料 )
　①次年度クラブテーマについて�……………… 承認
　　「ロータリーを楽しもう」
　②予算について�………………………………… 承認
　③行事予定について�…………………………… 承認
　・全般事項（夜間例会含む）
　　→�歯車会（今後は中央クラブ単独のゴルフ会も

「歯車会」と称する。）の担当は高岡会員
　・学習会：3回予定
　・ラウンドテーブル：毎月1回（計 12回）予定
　　原則第４月曜日
　・レディースデー例会：

上期下期で1回ずつ計 2回予定
　・ＲＣＣ例会指名出席者
　④会費について（添付資料）�………………… 承認
　⑤年輪会の役付きについて�…………………… 承認
　　→つなぎ役：橋元会員
　⑥連続出席表彰について（添付資料）　
　　→継続審議。
８）その他
　①次回定例理事会について　2022年 7月 4日（月）
　　例会後～　開聞
　②次年度お誕生日・結婚御祝品について
　　→�いずれかは商品券以外のものを検討する（福

留会員担当）。予算を3,000 円で検討する。
　③ 100％ホームクラブ連続出席表彰について
　　→�実際に出席した会員（4名）を表彰する。コ

ロナ特例出席の会員は表彰の対象としない。

会議名 新旧合同理事会
場　所 ふぁみり庵はいから亭

与次郎本店
日　時 2022 年 6 月 6 日（月）

18：30 ～
出席者 ◎橋元　隆・◎下村哲也

◎高岡和也・◎田中和俊
◎松元まや・◎栫浩多郎
　小福田博・○川路理幸
◎吉田健朗・○下　隆治
◎坂元直人・◎加島　繁
◎宮脇謙舟・◎竹添　寛
丸山健太郎

欠席者

誕生日祝

結婚祝新入会員


