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田中　和俊

イマジンロータリー！私の個人的な
ことですが、年末から年始にかけて
とても楽しみなことがあります。そ
れはテレビでのスポーツ観戦です。
まずは大学ラグビーです。明治大学出身なもので
すから、ラグビー経験ゼロですが、在学中から明
治大学ラグビー部の応援をしていました。関東大
学対抗戦から始まり、特に早稲田大学との対戦は、
俗に「早明戦」と言われ、大学生の時はよく国立
競技場に観戦に行ってました。お正月に鹿児島に
帰っても早めに上京して、大学選手権準決勝、決
勝と国立競技場で応援していました。実は今回こ
の原稿を書くにあたり調べたら優勝は２年生と３
年生のときの２回でした。私の記憶では３回だっ
たのですが、人の記憶なんてあいまいですね。も
う３０年前のことですが、そのころから入場券は
プラチナチケットで、社会人のファンは平日並べ
ないから買えないというような状況だったと記憶
しています。でもなぜか私にはチケットが同級生
から回ってきていつも観戦できていました。チ
ケットを確保してくれた同級生が誰かは忘れまし
たが非常に感謝しております。今年の関東大学対
抗戦の早明戦は３５対２１で明治が勝ちました。
もちろん嬉しかったのですが、嫌な予感がしまし
た。嫌な予感はあたり、大学選手権では早稲田大
学に２１対２７で負けてしまいました。テレビ中
継はなかったので観戦できませんでしたが、ペナ
ルティゴール２本差で負けてしまったようです。
これで１月２日の大学選手権準決勝以降は見なく
てすむことになってしまいました。決勝は帝京大

学が早稲田に圧勝しました。これからまた帝京大
学の時代が続くのかもしれません。

もう一つの楽しみは駅伝です。１日の実業団駅
伝と箱根駅伝。大学在学中はまったく興味がな
かったのですが、ここ１０年くらいはお正月の楽
しみです。息子たちの大学受験や家内の実家への
帰省等で、見れたり見れなかったりでしたが、今
年からはお正月の３日間、テレビの前に釘付けで
した。昨年までは、長男の鶴丸高校での同級生の
早稲田大学の山口賢助選手がいたので、普段は
にっくき早稲田を応援していました。同級生と
いっても仲がいいとかそういのではありません
が。山口君は伊集院北中、鶴丸高校から一般入試
で早稲田大学文学部に入学し、競争部に入部した
努力家です。全日本大学駅伝と箱根駅伝で早稲田
のアンカーをつとめました。卒業後はトヨタ自動
車九州に入り、陸上競技を続けているようです。
明治大学は１区で区間賞をとったので今年はいけ
ると思ったのですが、ずるずると後退してシー
ド権の１０位にも入れず、１２位で終わりまし
た。まあ駅伝はそこまで期待していませんでした
ので、純粋に各校の選手の頑張りを応援して、退
任を発表された駒沢大学の大八木監督の指導者と
しての素晴らしい人間性を感じることができまし
た。駒沢大学駅伝部のお互いの信頼関係のうえに
成り立つ厳しさは、今の日本になくなりつつある
ものではないでしょうか。選手は信頼した指導者
に必死についていく、指導者は愛情をもって育て
る。これが結果を出すスポーツ指導ではないかと
感じました。高校サッカーを観ていても同様の感
想を持ちました。
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職業奉仕賞授与式

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
ビジター紹介：ベストフレンド＝
　　　　　　　三洋ハウス㈱代表取締役　逆瀬川　勇 様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
誕生日お祝い：高岡　和也君（2 日）・田實　大志朗（27 日）
結婚記念日お祝い：植田　博志（13 日）
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報（1/16 日、23 日分）　②月信 1 月号
　　　　　　　　③ロータリーの友 1 月号　
２） 本日席替えくじをお引きいただきました。テーブル

番号を名札裏にご記入ください。
３）情報集会について
　日程：2/6、2/13、2/20（月）18：30 ～
　場所：ごはんのじかん inatome
　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） 本日学習会・ラウンドテーブル　18：30 ～　於：ご

はんのじかん inatome　担当：職業奉仕委員会
５） 12 月 17 日に開催されました、ロータリー奉仕デー「海

岸美化プロジェクト」の「海洋プラスチックごみ問
題をテーマにしたコロキウムの YOUTUBE ができ

ました。QR コードを掲示しておりますので、ご覧
ください。

６） 第2670地区より2/23（木）「おもてなしお遍路道ウォー
ク」のご案内が届いておりますので、掲示しており
ます。申し込み締め切り 1/31（火）まで。

７） 1/22（日）　RCC 例会　場所：リンクビル９階　
　　指名出席者→坂元（直）・加島　各会員
８） 次週　1/30（月）例会プログラム　
　職業奉仕賞授与式　
　受賞者　藤絹織物株式会社　上村　和己　様
　※ 例会を欠席される方は、食事数を変更しますので事

務局までご連絡をお願いいたします。
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：「上期報告と下期計画」

次回例会　令和５年２月６日（月）

会員卓話「年男年頭所感」
下村　哲也君・植田　博志君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2073回例会 53名 30名 58.82%
前々回（12月19日）の補正 54名 26名 52.00%
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本日の曲目：イマジン、ふるさと、虹の彼方に、主よ・人の望みの喜びよ 演奏：入来慶子

●本坊　修君／ 12 月 14 日本坊酒造発祥の地南さつま市
津
ツ ヌ キ

貫に祖父母と 10 人兄弟、姉妹の碑の除幕式を行ない
ました。前迫石材、井上緑地園、久保建設に大変御世話
になりました。
●里　良男君／本日、ベストフレンドとして三洋ハウス　
逆瀬川社長をご招待しました。中央ロータリークラブの
仲間として、一緒に活動できることを期待しております。
逆瀬川社長は、鹿児島県住宅産業協会の理事長としても

活躍されています。皆様との交流が一層深まることを
願っております。
●高岡　和也君／ 1/2 で 45 才になりました。どんどん
ドライバーの飛距離が落ちてきましたので今年はテク
ニックを磨きたいと思います。いよいよ来年は会長なの
で自分自身も磨いていきたいと思います。皆様ご協力、
ご指導の程よろしくお願いします。
●福山　泰広君／本年もよろしくお願い致します。この
正月、富士山のふもとですごしました。桜島も良いです
が、富士山の高さと裾野の長さ雄大さに感激しました。

１月23日のスマイル　小計 12,000円　2022〜2023年度　累計 428,522円

職業奉仕月間１月

誕生日祝誕生日祝 結婚祝結婚祝 陳さんの近況陳さんの近況



クラブ協議会「上期報告と下期計画」クラブ協議会「上期報告と下期計画」

■親睦委員会
委員長　福留　幸一郎

代読　福山　泰広
「上期活動報告」

１ ．納涼家族会を令和４年８月２７
日、マルヤガーデンズ、ルーフガー
デンレストランで行いました。

　参加者３８名。コロナ以降、行動制限が解除
されつつある中での開催でした。
　こじんまりしたレストランでしたが、会員、
家族の親睦が図れました。
２ ．忘年家族会を令和４年１２月３日、サンロ

イヤルホテルで行いました。
　参加５３名。行動制限が設けられない状況で、
ビンゴ大会などの企画も盛り上がり、大いに親
睦が図れました。
３ ．例会受付を行い、明るく元気に会員の皆様

をお迎えいたしました。
４ ．スマイルの受付・発表を明るく元気に行い

ました。
「下期計画」

１ ．本年４月８日・土曜日、観桜会を , 鹿児島市
石谷町にある、岩下会員の「カナダプレイス、
総合展示場」にて、バーベキュー方式で行う
予定です。詳細が決まりましたら報告いたし
ます。

２ ．例会受付、スマイル発表も恒例通り担当い
たします。

■会員増強委員会
委員長　丸山　健太郎

　今年度は 53 名でスタートしました。西川義久
さんと鈴木健さんがバトンタッチされた後、宮
里幸彦さんの入会で 1 名増えたものの、本村嘉
啓さんの退会で、現在増減がない状態です。ベ
ストフレンドはこれまでに 2 人が来会されてお
り、ほかに里さんのご紹介でもう 1 名予定して
います。この 3 名のご入会を期待しています。
また 6 月 13 日に行った会員増強フォーラムでは、
退会者企業や職業分類上の会員がおられない職

種、青年会議所 OB などへの働きかけについて
グループ討議し、皆さまから具体的なお名前や
アプローチ方法などについてご意見をいただき
ました。下期はこれらのアイデアが成果につな
がるよう動いていきます。

■職業奉仕委員会
委員長　吉田　健朗

　年度当初計画していた「職場訪問
例会」はコロナ感染拡大のため残念
ながら今年も開催を見送りました。
　12/5 に職業奉仕フォーラムを開催

いたしました。今回は私自身の「職業奉仕」に
対する理解を深め、私同様「職業奉仕」につい
て理解が足りない特に若い会員向けに「職業奉
仕と 4 つのテスト」という演題でお話をさせて
いただきました。
　下期については、1 月が職業奉仕月間でもあり、
1/30 の例会で職業奉仕賞授賞式を行う予定です。
被表彰者は藤絹織物で 44 年間大島紬の商品開発
等に関わってこられた上村和己様です。

■社会奉仕委員会
委員長　下　隆治
代読　松元　まや

　昨年 12 月 11 日に、山田町の鹿児
島乳児院を訪問し、乳児から 5 歳ま
で約 20 人の子どもたちにクリスマ
スプレゼントを届けました。受け

取った子どもたちの楽しそうな笑顔は、今でも
目に焼き付いています。鹿児島中央 RC が取り
組む社会奉仕事業の意義・役割を実感しました。
また、「犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児島」
の取り組みを支援し、カレンダーを一括購入し、
皆さんにお配りしました。今後も RCC 例会への
積極参加もお願いいたします。
　今後は、春開催の社会奉仕フォーラム、SDGs
の取り組みの一環として、地区内クラブと合同
で、「ロータリー奉仕デー　海岸美化プロジェク
ト」に参加予定ですので、ご協力をお願いいた
します。今後も会員基盤拡大につながるよう広
報活動にも努めます。

■青少年委員会
委員長　加島　繁

　青少年委員会から上期の報告及び
下期の計画を発表いたします。
御承知のようにローターアクトの人
員がゼロになり数年が経っていま
す。

　各年度の委員長も努力されてきましたが、な
かなか人が集まらないのが現状です。
　新入社員や個々にリーダーシップが取れそう
な若者に、将来の為にもローターアクトは勉強
になると口説いても、会社内の昇進意識が気薄
で上層志向のない若者たちからは、時間外労働
ですかなどと言われ、その上「働き方改革」で
積極的に支持出来ない現実があります。
　委員会としては鹿児島大学アカデミーロータ
リーが子クラブとして発足しましたので、上期は
鹿児島大学のあらゆるサークルに集まる若者たち
に注目し、将来的に社会に適した人材、ロータリー
の後継者へ成長させるための支援を中央ロータ
リー、アカデミーロータリーの 2 つのクラブで復
活させていこうと考えて準備しています。
　下期は、まず学生の意欲あるサークルを絞り、
話を聞いてもらい、実現に向けて努力していき
ます。これまでの社会人と違い学生と言うこと
で会費の問題や活動の条件も考えなければなり
ません。
　その上で両クラブの立ち位置を含め話し合っ
ていきます。

新春合同例会　挨拶新春合同例会　挨拶

RI 第 2730 地区ガバナー　山ノ内　文治

　みなさん　イマジンロータリー
　あけましておめでとうございま
す。
　今年はウサギ年です。株式相場に
は「寅　千里を走り、卯（う）は跳

（は）ねる」という格言があります。兎には跳ね
る特徴があるため、景気が上向きに跳ねる、回
復されると言われており、経済人にとって縁起
の良い年として知られています。
　因みに過去の兎年では 1963 年（昭和 38 年）
日本初の原子力発電成功、1975 年（昭和 50 年）
山陽新幹線開業で新幹線が博多まで延伸。1987

年（昭和 62 年）バブルピーク、地価が高騰し銀
座で 1 坪 1 億円。1999 年（平成 10 年）都銀の合併、
通貨ユーロ誕生、2011 年（平成 22 年）は東日本
大震災、歴史的な円高 1 ドル 75 円 32 銭を記録、
経済界にとっても記憶に残る年が多いようです。
今年は経済も上向きになり皆様の企業並びに事
業が繁栄されることを願っています。
　さて、国際ロータリーのジェニファー・ジョー
ンズ会長は今年度のロータリー方針を「想像して
ください、私たちがベストを尽くせる社会を」と
しています。これを受けて私は、地区の方針を「知
力を高め　未来に繋げ　多様性あるロータリーク
ラブの実現に」としました。既に公式訪問で全ク
ラブを訪問させていただきました。その節は大変
お世話になりありがとうございました。

　鹿児島市内 12 クラブは 10 月末現在でグルー
プＡが 6 クラブ 234 名（10 名増加）
　グループＢが 6 クラブ 222 名（12 名増加）であり、
2730 地区内で会員数は 19.3％、今年度の会員数増
加率は 29.7％と大いに貢献していただいており感謝
申し上げます。
　ロータリー奉仕ディでは市内全クラブが吹上
浜清掃に汗を流し、今年度の地区大会では「70
年の出会いから　新しいＤＥＩのある　ロータ
リーが今、ここから始まる」のスローガンのも
と、市内全クラブの皆様からは会員全員登録を
始め金銭的なご支援、大会当日は会場受付など
人的なご支援を賜り誠にありがとうございまし
た。お陰様で大会関係者、全国各地からの来訪
者の皆様から過分のお祝いや感動の言葉を頂き
ました。改めて感謝申し上げます。
　今年度は「燃える感動かごしま大会」のキャッ
チフレーズのもと鹿児島国体と障害者スポーツ大
会が開催されます。会員の中にもオフィシャルス
ポンサーやオフィシャルサポーター、オフィシャ
ルサプライヤーになっている企業もたくさんあり
ます。ロータリークラブ活動の青少年奉仕や弱者
へのサポートとの理念は共通しています。オール
鹿児島で応援したいと思っております。
最後に私の所属する鹿児島クラブが今年 3 月に
創立 70 周年を迎えます。皆様のご参加をお願い
すると共に、今年 1 年皆様の事業と繁栄と、ご
家族のご健勝を祈念いたしまして新年の祝辞と
いたします。


