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令和４年８月１日　第2054回例会
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76.47%

田中　和俊

イマジンロータリー！前回少しご紹介し
た「ロータリークラブに入ろう！」という
本のご紹介の続きです。前回もご紹介した
ように著者は田中久夫さん。高崎ロータリー
クラブの所属で国際ロータリー第 2840 地区
パストガバナー、現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補佐、米山記念奨学会
評議員及び財務委員長というすごい肩書の方です。パスト
ガバナーはまずロータリーの解説書を書こうと思ったので
すが、その難しさを痛感して断念して、次は入門書なら書
けるだろうと思ったらしいのですが、ロータリーの理念、
概念、用語などはあまりにも難解なので諦めたらしいです。
もっと易しくロータリーの魅力を伝えられないか？そうだ、
自分が体験したことを話すのがロータリーの魅力を易しく
伝えるのに最適だということで書かれた本がこれです。ロー
タリーに入ってからの体験を思い出して、今からロータリー
クラブに入ろうかと思っている人、すでに入会している人、

そして私のようにいよいよ会長になる人のために少しでも
助言になるような出来事をまとめたのがこの本ですと。す
でにロータリーとはなんぞやということが分かっている人
には物足らない本だとも書いてあります。でも私はそんな
ことはないと思います。ロータリーにどっぷり浸かってい
る方こそ楽しめる本だと思います。まえがきの最後にとて
も素敵な文章が並んでいたので、少し長いですが朗読して
今日のお話を終わりたいと思います。「それにしても、ロー
タリーはあまりにも魅力的だ。一度それを知ると簡単には
辞められない。老若男女の誰もがその虜になる。まるで酒
かゴルフか恋愛のようだ。ロータリーには大好きな仲間が
いる。人生の目的を学ぶことができる。ロータリーによっ
て自分の人間的成長がどこまで伸展してきたのかをしるこ
とができる。ロータリーの教えに、「入りて学び、出でて奉
仕せよ」がある。ロータリーは人生の道場だ。それも、親
愛なる仲間たちと一緒になって学ぶことができる大人の学
園だ。さあ皆さん、ロータリーの扉を開けよう。そしてロー
タリーを楽しもう。一度きりの人生、ロータリーに浸って
みるのも悪くはない。」
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最近気になるニュース・
シェラトン鹿児島とバス地下屋台村

伊牟田　均

①自己紹介

1948 年（昭和 23 年）生、鹿児島大学卒。
野村證券 38 年、城山ホテル 8 年、鹿大常勤監事 4 年半、県
観光プロデューサー 2 年。2022 年 4 月より新屋台村（バス
チカ）運営法人理事長、来年春開業予定のシェラトン鹿児
島の社長。
②新屋台村（バスチカ）7月 22 日オープン（開村）

18 店舗で北薩、大隅、南薩、離島から選択。
地域の食材、料理を発信し、地域の自治体とも協力しイベ
ントを開催しコロナ禍で疲弊した飲食、生産者、観光の復
興を支援し、鹿児島を更にもっと盛り上げ元気にする。そ
のような情報発信の地とする。賑わいコミュニティの活性
化を図る。

③シェラトン鹿児島 2023 年春開業予定

19 階建、228 室
19 階：スペシャリティレストラン、バー 5 階：温泉、エステ、
フィットネス／４階：オールデイダイニング、屋外イベン
トスペース（チャペル）／２階：宴会場、会議室
④裾野の広い観光産業は新型コロナ禍で大打撃を受けた。

観光・旅行消費（全国）27.9 兆円（2019 年）
⇒ 9.4 兆円（2021 年）18.5 兆円減

観光・旅行消費（鹿児島）約 3,000 億円（2019 年）
⇒ 1,500 億円（2021 年）半減

外国人旅行者（全国）3,188 万人（2019 年）
⇒ 25 万人（2021 年）ほぼ消滅

外国人旅行者（鹿児島）84 万人（2019 年）
⇒ 1.6 万人（2021 年）ほぼ消滅

しかし、復活の兆しが見え始めた。
⑤少子高齢化、特に人口減少が急速に進んでいる。

（昨年は 60 万人減少→鹿児島市が消えたに等しい→もっと
急速に拡大していく）テスラ（EV）のイーロン・マスク
CEO は、このままでは日本は消滅すると警告。
・ 国家財政は支出を税収で賄えず毎年大量の赤字国債を発

会員増強フォーラム



ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝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
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
入会式：鈴木　健（すずき　たけし）様
　（1）推薦者の言葉　→　本坊　修君
　（2）会長よりバッジ贈呈
　（3）新入会員→勤務先　株式会社宮崎銀行鹿児島営業部　
 　　　　　　職業分類：銀行　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　　　①週報　
２）納涼家族会のご案内（fax 済み）
　日時：8 月 27 日 ( 土）　18：30 ～　
　場所：ルーフガーデンレストラン７階（マルヤガーデンズ）
　8 月 12 日（金）までに出欠回答を事務局宛て fax にてご
返信ください。
３）情報集会について
　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）

　出欠回答がまだの方は、事務局までご回答をお願いいたし
ます。
４）本日ラウンドテーブル　18：30 ～於：ごはんのじかん
　　担当：親睦委員会
５）次週例会について
　８/ １（月）　例会プログラム　会員卓話から会員増強
フォーラムへ変更
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介 = 宇都　和治君
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」

次回例会　令和４年８月８日（月）

会員卓話　川路 理幸 君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2053回例会 53名 39名 76.47%
前々回（7月4日）の補正 53名 41名 82.00%
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本日の曲目：イマジン・夏の思い出・間奏曲 演奏：入来慶子

●田中会長・松元幹事／本日のゲスト伊牟田様、お忙しい中、卓
話をお引き受け下さりありがとうございます。お話もとても楽し
みにしておりました。どうぞよろしくお願い致します。
●海江田　順三郎君／鹿大アカデミーＲＣ創立の大功労者伊牟田
均様のご来訪を感謝申し上げます。
●本坊　修君／先日の中央ロータリーのゴルフコンペで準優勝で
した。ドライバー 150 ヤードしか飛びませんので、高岡・竹添氏
の飛距離に吃驚でした。楽しいゴルフでした。
●池畠　泰光君／昨日の夏の全国高校野球鹿児島大会決勝戦は
２万人近い大観衆の中、大島高校 V Ｓ鹿実のカードが行われまし
たが、晴れて４年ぶりに伝統校の母校鹿実が２０回目の出場で甲
子園に参ります。久しぶりの校歌「♪♪れいめい告ぐる～朝ぼら
け～♪♪」を聞かされて大変感動しました。その後「不謹慎ながら」
桜島打線ではありませんが「故郷桜島」が大きな花火を 2,500 ｍの
高さにうちあげていました！！がんばって来い鹿実！！
本日の卓話、伊牟田均理事長の話を楽しみにしておりました。い
つもありがとうございます！
●宇都　和治君／伊牟田様、ようこそ鹿児島中央ロータリーへお
越しいただきました。本日は卓話のご講演ありがとうございます。
感謝申し上げスマイル致します。

●平山　勢津子君／伊牟田様のスピーチ、今日はありがとうござ
います。楽しみにしております。又、ピアノの入来さんの新聞の
記事読みました。頑張ってください。そしていつもありがとうご
ざいます。
●高岡　和也君／先週の 23 日（土曜日）に濵上会員の中央ＲＣ
歓迎ゴルフコンペが「かごしま空港 36 カントリークラブ」にて 4
組 16 名で開催されました。天気も快晴で絶好のゴルフ日和となり、
皆で無事に楽しくラウンドできました。結果はメンバーとハンデ
キャップに恵まれ、またしても、高岡が優勝してしまいました。嬉
しい気持ちと申し訳なさでスマイルいたします。告知になります
が、9/9 金曜日に、東ＲＣとの歯車会を予定してますので合わせて
よろしくお願いします。
●川路　理幸君／おわびです。前回の週報に誤りがありました。
テーマの部分が前年度のままになっていました。初回週報だった
のにすみませんでした。差し替えを準備しましたので、差し替え
て下さい。よろしくお願い致します。
●中間　貴志君／昨日の濱上さん歓迎コンペで 7 位賞をもらった
のでスマイルします。ネットで買った新しいクツが小さすぎまし
た。午後から足が痛くて大変でした。ハンデが42もついていました。
●濵上　友美君／先日は歓迎ゴルフコンペありがとうございまし
た。スコアには恵まれませんでしたが、お天気にも恵まれて楽し
かったです。ありがとうございました。

７月25日のスマイル　小計 29,000円　2022〜2023年度　累計 89,000円

行し続け、GDP 比 2.6 倍と国際比較でも国の債務残高は最

悪の事態→このままでは財政破綻へ。

※ この 2 つは日本の根本的問題で、50 年～ 100 年を展望し
た時にこのままでは社会、国も持続可能ではない。サス

テーナブルでない。このような不都合な真実を政治家は
まともに議論しようとしない。

※ 経済の活性化策は言うまでもなく重要。具体策が必要で
ある。


