ロータリーを楽しもう！
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ジェニファー・ジョーンズ

●会 長 田中 和俊 ●副会長 高岡 和也 ●幹 事 松元 まや ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

ゲスト卓話＝
南国ホテルズ代表取締役社長・新鹿児島グルメ都市企画理事長

田中

和俊

伊牟田

均様

前回例会出席率

84.00%

あります。すぐに読み始めました。とても読みやすいし、
「そ
うそう」と思うことが書いてあるんです。途中から私が書

イマジンロータリー！会長の時間でお話

いたんじゃないかと錯覚するほどです。久夫さんはまずロー

をするのに何かヒントがないかとアマゾン

タリーの解説書を書こうと思ったそうです。しかしその難

で本を検索していると、「ロータリークラブ

しさを痛感して断念したと。次は入門書なら書けるだろう

に入ろう！」というドンピシャなタイトル

と思ったらしいのですが、ロータリーの理念、概念、用語

の本があるではないですか。著者は田中久

などはあまりにも難解なので諦めたそうです。これまでも

夫さんという方です。高崎ロータリークラ

いろいろな方々が解説書や入門書を出してこられましたが、

ブの所属で国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー、現

それらはあまりにも難しすぎて、ロータリーに入門するど

在は国際ロータリー第１地域ロータリーコーディネーター

ころか、その魅力が伝わらないままロータリーを辞めてい

補佐、米山記念奨学会評議員及び財務委員長という肩書も

く人たちがいると久夫さんは思ったらしいです。もっと易

すごいですが、何より同じ田中姓ということで親近感も沸

しくロータリーの魅力を伝えられないか？そこで考えたの

きますし、私の経験上、田中と名のつく人で悪い人はいま

は、自分が体験したことを話すのが（書くのが）ロータリー

せん。早速、購入しまして次の日には届きました。届いた

の魅力を易しく伝えるのに最適だということでした。私も

本は幻冬舎ルネッサンス新書という、新書版のコンパクト

この本を読んで「そうそう」「なるほど」と思うことがたく

な見やすいサイズです。帯には「あなたの人生に最後の友

さんありました。ということで本年度の会長の時間では、

人を！ロータリーが大切にする価値観を人生に活かそう！」

久夫さんの本の内容をご紹介する形で、自分の経験に照ら

とあります。なんかとても良さそうな本です。しかも「一

しながら会員の皆様にロータリーの魅力をお伝えしていき

歩足を踏み入れるといいことがある」なんてことも書いて

たいと思っております。よろしくお願い致します。

に恵まれ今ではいい思い出です。設計をして 5 年目、現場

会員卓話「新入会員自己紹介」
■ 濵上

監督を 1 年半、その後支店長から営業への転身の話があり
ました。不安もありましたが何事も挑戦！と思って営業に

友美

転身しました。結果、私は営業が向いていたようで積水ハ
6 月より鹿児島中央ロータリークラブに入

会しました㈱新輝開発工業の濵上友美です。
弊社は地盤改良工事を主体とした会社です。

ウスに勤めていた 12 年間最後まで営業をし、あの時迷わず
挑戦して良かったと思っています。
趣味はゴルフです。ゴルフは老若男女問わず色々な世代

建物が沈んだり傾いたりしないように、地盤

の方と一緒にできる素晴らしいスポーツだと思います。徐々

が弱ければ建物の規模や荷重に見合った地盤

に上達できるようにこれからも頑張りたいと思います。

改良工事を行っています。

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

出身は指宿で、鹿児島市内で育ちました。年齢は今年 39
歳イノシシ年です。
小学校は地元の錦江台小学校、中学校高校は鹿児島純心

■ 植田

博志
私は 1975 年に生まれ、高校卒業までを兵

で学びました。中学時代は漫画スラムダンクに感化されバ

庫県明石市で、大学時代を京都市で過ごし、

スケ部に所属し、練習三昧の日々でした。

1998 年に明治安田生命保険相互会社に入社し

大学は広島大学工学部第四類に入学しました。建築学科
都市計画学を専攻し、卒業論文はアムステルダム１６世紀
後期形成地区の空間構成について研究発表しました。
大学卒業後は積水ハウス㈱設計課に入社しました。入社
当時からとても忙しかったのですが、設計課の先輩や同期
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

ました。
入社後は、東京都の丸の内に所在する本社
に 16 年、銀座に 2 年、秋葉原に 3 年、広島県福山市に 2 年、
山口県下関市に 1 年勤務し、経営企画、営業企画、商品開
発、営業推進、事務・システム開発、営業所長等を担当し、

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

本年 4 月に鹿児島支社に着任しました。

鹿児島にゆかりのある図書を手にとっていきたいと思いま

鹿児島は、美味しい食べ物・お酒、量・質ともに抜群の

す。

温泉もさることながら、明治維新以降のわが国の歩みをそ

ゴルフは広島県福山市に在住していた 10 年前から一度も

のまま体現するかのような、あまたの歴史遺産が本当にす

プレーしておらず、道具を買い替えるところからスタート

ばらしいと感じています。また、都会的な商業施設群が存

していますが、鹿児島在住中に「趣味」にできるよう、特

在するかたわら、情緒あふれる路面電車が走り、放置自転

訓していきます。

車が非常に少ないなど、美しい街並みもとても気に入って

最後に、歴史と伝統のある鹿児島中央ロータリークラブ

います。

に入会することができ、大変うれしく思っています。みな

一番の趣味は読書で、文学・ミステリから歴史・サイエ

さまのご指導を仰ぎつつ、地域社会発展の一翼を担えるよ

ンス・自己啓発に至るまで、直近 8 年間で 1,011 冊を読ん

う取り組んでまいります。

でいます。今年も毎月 10 冊× 12 ヵ月＝年間 120 冊を目標に、

どうぞよろしくお願いいたします。

●重久

善一君／連続出席表彰ありがとうございます。コロナの
おかげでした。
●橋元 隆君／連続出席表彰ありがとうございます。13 年とのこ
とで、20 年を目指してがんばります。
●平山 勢津子君／ちょっと遅れましたがあらためて、田中、松
元年度の船出、おめでとうございます。健康に気を付けて、１年
をのりきって下さい。
●高岡 和也君／連続出席表彰ありがとうございます。できるだ
け継続できるようにがんばりたいと思います。

●海江田

順三郎君／戦時中に私が県立二中（現甲南高校）に転
入学する前に３年間在学しました鹿児島商業の創立以来の同窓会
名簿を竹添さんから頂きましたのでお礼のスマイルをさせて頂き
ます。当クラブでは３代目の会長をされた相互信用金庫の井上理
事長他、チャーターメンバーの浅田修三（浅田石油社長）など鹿
商 OB がおられました。
●濱薗 義弘君／先日は、米寿の祝いありがとうございました。

７月
11

日
（月）

本日の曲目：イマジン・ふるさと・いのちの歌

第２０５２回例会記録

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 田中 和俊君
会務報告：幹事 松元 まや君
１）本日の配布 ①週報 ②ロータリーの友 ②週報綴り
③新入会員候補者用紙
②は退出時にお持ち帰りください
２）配布しております、新入会員候補者
鈴木 健 ⇒ 株式会社宮崎銀行鹿児島営業部
執行役員鹿児島営業部長
入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹事
までお申し出ください。
お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手続
きに入りますので、ご了承ください。
３）7/25 ラウンドテーブル 18：30 ～ 於：ごはんのじかん
担当：親睦委員会
（7/6FAX 済み）
出欠回答を 7/20（水）までに事務局まで FAX にてお願い
いたいます。
４）情報集会のご案内 （7/6FAX 済み）
日程：8/1、8/8、8/22（月） 18：30 ～
場所：ごはんのじかん （８日のみクイーンズしろやま）
３日間のうち、いずれか１日出席する日を選んで〇をつけ
て FAX にて事務局までご返信ください。

７月11日のスマイル 小計 17,000円 2022〜2023年度 累計 60,000円

５）次週 7/18（月） 祝日のため休会
次々週 7/22 日 ( 月）例会プログラム
ゲスト卓話＝南国ホテルズ代表取締役社長・新鹿児島グル
メ都市企画理事長 伊牟田 均 様
 「最近の気になるニュース」、「シェラトン鹿児島とバス
地下屋台村」
出席報告：出席委員会
連続出席表彰⇒橋元 隆君（13 年）
・重久 善一君（6 年）
・
高岡 和也君（3 年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：2021-2022 年度 会計監査報告
会計 小福田 博 君
３分間情報：友のみどころ⇒広報・雑誌・IT 委員会
卓話：会員卓話「新入会員自己紹介」
植田 博志君、濵上 友美君

次回例会 令和４年８月１日（月）

会員増強フォーラム
出席率
第2052回例会
前々回（6月27日）の補正

会員数
53名
54名

出席数
42名
51名

出席報告
84.00%
100%

演奏：入来慶子

