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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：省略
職業宣言唱和：省略
会長の時間：会長　橋元　隆君
会務報告	：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　　①週報
２）次週　7/4（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　社交室にて
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　橋元　隆君
　　　幹事　下村　哲也君

次回例会　令和４年７月 11 日（月）

会員卓話「新入会員自己紹介」
植田 博志 君、濱上 友美 君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2050回例会 54名 51名 100%

前々回（6月13日）の補正 54名 43名 86.00%
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●橋元隆君、下村哲也君／濵薗会員の米寿、心よりお祝
い申し上げます。また、本日の例会にて、会長・幹事の
業務が終わります。１年間ありがとうございました。次
年度、田中会長、松元幹事のご活躍を心よりお祈り申し
上げます。
●田中和俊君、松元まや君／濵薗さん米寿おめでとうご
ざいます。宇都さんガバナー補佐、一年間お疲れ様でし
た。橋元会長、下村幹事、一年間お疲れさまでした。本
日は会員全員でお祝いさせていただきます。
●海江田順三郎君／コロナ感染の困難な時期に奮斗努力
された橋元会長、下村幹事他理事、役員の皆さまのご苦
労に感謝し、併せて濵薗さんの米寿を心からお喜び申し
上げます。
●丸元貞夫君／橋元・下村号の昨年、7/5（月）晴れて
の出港、そして本日 6/27（月）無事の帰港と此の「コロ
ナ禍」の内で、大変ご苦労様でした。今夜は大いに飲ん
で下さい。
濵薗会員の「米寿祝」真に、御目出度う御座います。今後、
益々、御健康に留意され「白寿」に向かって頑張られて
下さい。
●尾辻章宣君／橋元・下村年度での例会出席は今回が最
後となります。晴れの船出をお祝いしようと思ってから
早１年。お二人には多大なご迷惑をおかけしましたこと
お詫び申し上げます。また、先日は５月にいただくべき
誕生日祝いと結婚記念お祝いを郵送していただき心苦し
く思っています。橋元・下村丸の無事のご帰還を祝しス
マイル致します。

●川畑英樹君／橋元会長、下村幹事、コロナ禍での一年
間のクラブ運営本当にご苦労様でした。また、濱薗さん
米寿のお祝いおめでとうございます。こんなに素晴らし
い歳のとり方、我々の見本です。これからも健康に気を
付けて元気でお過ごしください。
●池畠泰光君／橋元会長、下村幹事の一年間の大役を心
より労います。コロナ禍の中、クラブの運営に弛まぬご
尽力に感謝致します。出席委員会も６月には 94％の出席
率を記録したことに感謝致します。合わせて濱薗義弘さ
んの米寿のお祝いを心より祝福申し上げます。いつまで
もお元気でお過ごし下さい !!
●宇都和弘君／橋元会長、下村幹事、コロナ禍の中一年
間ご苦労様でした。しばらくゆっくり休んで下さい。田
中さん、松元さんの活躍を期待します。

6月27日のスマイル　小計 31,000円　2021〜2022年度　累計 643,407円

令和４年７月４日　第2051回例会

週報 No.

皆さん、こんばんは。

本日は、とうとう最後の『会長の時間』

となります。

先日、会津若松西RCと那覇西 RCの

創立 60 周年記念式典があり、鹿児島中

央ロータリークラブを代表して数名のメンバーと共

に、2週続けてお祝いに行って参りました。その間、

田中副会長及び理事の皆様にはお世話になりました。

我が鹿児島中央ロータリークラブは創立 45 周年で

すが、両クラブはそれを 15 年も上回る 60 周年を迎

えられ、その間に培わられた歴史や会員の絆、そし

てロータリアンであることの誇り等を見聞きし、我々

も 5年後の 50 周年に向けて更に邁進しなければなら

ないと思うことでした。

また、会津若松西 RCとは盟約 25 周年も兼ねてお

りましたので、盟約書を交わし、15 万円の目録を贈

呈して参りました。我がクラブの希望としまして、桜

の木を、お城もしくはお寺の庭に植樹してほしいと

伝えてあります。これは、海江田 PGの強い要望であ

ることを付け加えてきました。

この後、会長・幹事の	“任期を終えて”	の話があり

ますので、『会長の時間』はこれで終わりたいと思い

ます。

2024

会長・幹事　任期を終えて会長・幹事　任期を終えて

第 45 代会長　橋元　隆

　鹿児島中央ロータリークラブの第 45
代会長の職を終えて、今	素直に言える
のは、皆様への感謝の気持ちでいっぱ
いだということです。

　私は、2002 年 6 月 24 日に鹿児島中央ロータリー
クラブに入会しましたが、会長職という大役は無
理だと敬遠しておりました。しかし、私の紹介者
でもある	故	大須	仲志さんより『45 代会長は、橋
元！』と言われ、腹を括りこの大役をお請けする
ことにしました。いろいろと至らない点も多くあっ
たと思いますが、そこは皆様からの助言やサポー
ト、そして寛大なお気持ちに助けられ何とか無事
に 1年を終えることが出来ました。
　また、会長の時間は私の最大の悩みの種でした
が、ロータリーに関する調べ物をする為にネット

で検索したり、皆様の興味がわくような話題を調
べたりと貴重な経験になりました。
　ただ一つ残念だったのは、コロナ禍で約3ヶ月半、
やむを得ず例会を休会することとなった時は、歯
がゆい思いをしました。
　しかしながら、幹事をはじめ皆様のご協力の下、
6つの重点項目をほぼクリア出来た点は非常に満足
しております。
　鹿児島中央 RCの今年度のテーマ「愛を持って
行動し、実践しよう！」をモットーに邁進した結果、
①『会員増強は 2名以上とする』に関しては、最
後の最後で増減なしの０となり非常に残念でした
が、コロナ禍では仕方ないのかなと思っておりま
す。
②『会津若松西 RC盟約 25 周年式典の開催』に関
しては、会津若松西 RC創立 60 周年記念式典と併
せて行いました。我が鹿児島中央ロータリークラ
ブからは、竹添交流委員長以下7名で、“愛を持って”	
参加し、親睦を深めてまいりました。

2021 〜 2022 年度スマイルランキング

金　　額 回　　数

	1. 橋　元　　　隆 	1. 橋　元　　　隆
	2. 海江田　順三郎 	2. 海江田　順三郎
	3. 丸　山　健太郎 	3. 下　村　哲　也
	4. 石　塚　俊　雄 	4. 丸　山　健太郎
	5. 下　村　哲　也 	5. 池　畠　泰　光
	6. 池　畠　泰　光 	6. 本　坊　　　修
	7. 福　山　泰　広 	7. 宇　都　和　治
	8. 本　坊　　　修 	8. 加　島　　　繁
	9. 丸　元　貞　夫 	9. 福　山　泰　広
10. 加　島　　　繁 10. 石　塚　俊　雄

橋元　隆

100％会員卓話＝田中和俊君・松元まや君　「会長・幹事の挨拶」



③『RACの復活』に関しては、鹿児島大学アカデミー

RCと共同で、鹿児島大学のサークルで発足するこ

とが決定し、次年度の事業とするところまで進み

ました。

④『ロータリー奉仕デーの参加協力』に関しては、

5月 15 日【海岸美化プロジェクト】として、吹上

浜「赤フン海岸」の清掃をしました。我が鹿児島

中央ロータリーからは、16 名の方に参加いただき

ました。

⑤『補助金事業として医療施設または福祉施設に

業務用空気清浄機等を寄贈する』に関しては、4つ

の福祉施設にNIKKISO の Aeropure（エアロピュ

ア）という空気清浄機を寄贈し、大変喜んでいた

だきました。

⑥『ロータリー賞に挑戦する』に関しては、25 項

目中 13 項目クリア出来れば受賞出来るとのことな

ので、どうにか達成出来そうです。

以上が重点項目の活動結果ですが、ほぼクリア出

来たのは、幹事をはじめ皆様の	“愛”	があったから

だと思います。また、会津若松西 RCとの盟約 25

周年も、那覇西ロータリークラブ創立 60 周年記念

式典への参加も、皆様の	“愛”	あるご協力のお蔭だ

と感謝しております。

　最後に、１年間の１番の思い出は、クリスマス

忘年家族会で会長・幹事の出し物として、「ラッス

ン・ゴレライ」を披露した事です。半強引に下村

幹事を誘い、特訓している夢を今でも見ます。因

みに、一番ダンスがキレキレだったのが、私の為

に黒子で頑張っていた娘でした。

　皆様、1年間本当にありがとうございました。

第 45 代幹事　下村　哲也

　昨年の７月に幹事を拝命し、あっと

いう間に１年の任期が終わりました。

　まず、至らないことが多々あったに

もかかわらず、会員の皆様の温かいご

支援のもと、年度を終えることができたことを心

より感謝申し上げます。

　この場をお借り致しまして、本年度を簡単に振

り返りたいと存じます。

　本年度も昨年度に引続き、コロナ禍により、

2021 年８月から９月、2022 年１月から２月にかけ

て例会が休会となりました。

　また、三大家族会のうち、納涼家族会及び観桜

会が中止となりました。加えて、ラウンドテーブ

ルも多くが中止となりました。

　ロータリーの理念の一つである会員の親睦がな

かなかできずに年度が終わってしまったことにつ

いては、やむを得ないことながら大変残念でした。

　ただ、厳しい環境の中ではありましたが、クリ

スマス家族会については無事開催することができ、

その点については良かったと思っております。

　社会奉仕・職業奉仕等の奉仕事業につきまして

は、45 周年記念事業として、福祉関係４団体（鹿

児島乳児院、やくし乳児院、かごしまこども食堂・

地域食堂ネットワーク、社会福祉法人麦の目福祉

会）に対し、空気清浄機を寄贈致しました。

　また、例年通り、職業奉仕賞の授与を行うこと

ができました。

　そして、社会奉仕活動の一環として、かごしま

子ども食堂への寄付等を行うことができました。

　これらの事業は、橋元会長が掲げられましたク

ラブテーマ「愛をもって行動し、実践しよう！」

の理念に沿う事業であり、実現できて良かったと

思っています。

　他クラブとの交流についてですが、東ロータリー

クラブとの合同例会・歯車会、セ釜山との交流、

及び沖縄高校生との交流等々が軒並み中止または

延期となりました。

　一方、那覇西ＲＣ及び会津若松西ＲＣとの交流

につきましては、今月実現できました。

　私が業務のため参加できなかったことにつきま

しては、深くお詫び申し上げます。

　また、本年度は当クラブ設立４５周年に当たり、

本来は記念式典を開催する予定ではございました

が、コロナ禍により中止を余儀なくされましたが、

現在、45 周年記念誌を鋭意編集中でございます。

　いずれの事業につきましても、会員の皆様に多

大なるご支援ご協力を頂きました。

　ありがとうございました。

　最後になりますが、私の拙い幹事業務を温かく

見守って頂きました橋元会長をはじめとする理事

の皆様、会員の皆様、そしてロータリーの様々な

事務を一手に引き受けて迅速的確に処理していた

だきました事務局の安部様に厚く御礼を申し上げ、

ご挨拶とさせて頂きます。

　ありがとうございました。


