武 末 喜久治

第 1828 回

平成 26 年 3 月 27 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー

３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊夜間例会＆観桜会
場所＝めいりんの湯

第 1827 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
先週の 15 日～16 日に、
鹿児島県志布志市で 2730
地区の PETS が開催されて
おります。この後、武末喜
久治会長エレクトより、充
実した二日間の報告を承り
たいと思います。プレジデ
ント・エレクト・トレーニ
ング・セミナーの略語が PETS です。
1 年前に尾崎ガバナー補佐と宮崎観光ホテルで研修を
受けたことが思い出されます。パストガバナーの方々や
2730 地区の重鎮も参加されて指導を受けた記憶が甦り
ました。次年度のクラブ会長の能力、知識、やる気を育
成する事が目的であったのだと考えます。そして、次年
度ガバナー、ガバナー補佐、クラブ会長の意欲を高め、
協力関係を築く機会であったと記憶しております。
武末会長エレクトからの要望があった際には、YES と
お答えいただきますようお願い申し上げます。
さて、本日は、池部文仁君の職業卓話の時間が準備さ
れております。アベノミクス効果が金融機関等にどのよ
うな影響が発生しているか、否かなども聞けるかもしれ
ません？

2730 地区ガバナー

大迫 三郎

中部分区ガバナー補佐
尾﨑 敏弘
第 2730 地区テーマ
『職業奉仕の実践』『感動』
高鍋ロータリークラブテーマ
『みんなで力を合わせて行動を』
3 月の月間テーマ
識字率向上月間（世界ローターアクト週間3/13 含む週）
次週例会案内； 4 月 3 日（1829 回）
＊月初めのセレモニー・米山ランチ
＊ロータリー情報便り・雑誌紹介・理事会
ここだけのお話で結構ですので（オフレコ）聞かせて
頂けたら有難いです。大変な注文を付けてしまいました
が宜しくお願い致します。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！
■幹事報告
幹事 岩切 洋君
＜文書案内＞
＊新入会員の為の地区研修会
日時 2014 年 6 月 15 日
11：00～15：00
場所 メインホテル
登録料 2,000 円
＊青尐年交換報告・送迎会
日時 2014 年 6 月 15 日
11：00～14：00
場所 メインホテル
登録料 4,000 円
＊西都ＲＣより事務所移転のお知らせと 4 月の例会案内
＊中部分区次年度会長幹事会の案内
日時 2014 年 4 月 3 日（木）19：00～
場所 ホテルマリックス
会費 3,000 円
＊那覇西ＲＣより珊瑚植え付けプロジェクト（ＣＰＰ）
参加者募集の件（地球自然環境保護活動）
開催日 2014 年 6 月 15 日（日）
＊Ｅクラブ会員募集要項リーフレット・お願い文書

■出席報告
出席委員長 野田俊一君
出席状況（3/20）
会
員
数
48 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
76.09％
前々回修正出席率
81.25％
■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 木浦亨英君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

石田喜克君 PETS の報告を武
末次年度会長よりして頂きま
す。池部文仁君の職業卓話に
感謝申し上げます。
木村貞夫君 先週稲森愛さんの
ピアノリサイタルへ行ってき
ました。素晴らしい演奏で感動いっぱい大満足でした。
藤本範行君 17 日ぎりぎり確定申告が終了しました。
平山君には大変お世話になりました。感謝しています。
☆会長エレクト研修セミナー（PETS）報告
会長エレクト 武末喜久治君
3 月 15 日、16 日の 2
日間、会長エレクト研修
セミナーが鹿児島県志布
志のホテル大黒で行われ、
出席してきました。都城
経由で 2 時間弱で到着し
ました。日单国定公園の
海岸線が素晴らしく、特
に内之浦湾方向に沈む夕日は美しい、の一言です。登録
をすませ 1 時半よりいよいよ 2 日間にわたる研修が始ま
りました。点鐘、 国歌斉唱と奉仕の理想の斉唱が続き
2730 地区次期ガバナー田中俊實氏の挨拶がありました。
ガバナーエレクトのプロフィールを紹介しておきます。
田中ガバナーエレクトは、昭和 24 年 1 月 23 日生まれ
の 65 歳。 鹿屋ロータリークラブ所属で、仕事はクボタ
農機の販売修理の会社で株式会社ミズホ商会代表取締役、
他に別会社のミズホ緑地株式会社の代表取締役をされて
いて、資本金 6500 万円、社員数 48 名、県内に 8 つ支店
を持つ中堅会社です。日本ボーイスカウト鹿児島県連盟
理事長をされており青尐年の育成に熱心です。ロータリ
ー歴は平成元年入会で、1999-2000 年度地区幹事、2001
－2002 年度会長、2004-2005 年度分区ガバナー補佐、
2005-2006 年度、
2006-2007 年度地区拡大委員長を経験さ
れています。
ガバナーエレクトの挨拶の次に RI 会長のテーマをお
話されましたので報告させていただきます。 RI 会長は
台湾からの初の会長でゲイリーCK ホワン（黄 其光）氏
台湾ロータリークラブ所属です。詳しくはロータリーの
友 3 月号に掲載されていますのでご覧下さい。
2014-2015 年度 RI テーマは「ロータリーに輝きを」で
す。孔子の信奉者で孔子は私にとって元祖ロータリアン
といってもいいかもしれませんと言っておられます。

修身斉家 治国平天下（しゅうしん せいか ちこく
へいてんか）四書五経の中の大学に書かれている漢文の
一節で意味は、自分の行ないや考え方を良くすればそれ
が周りに良い影響して家族が良くなる。家族が良くなれ
ばその良い家族が集まって地域が自ずと良くなる。地域
が良くなれば地域の集まりの国が良くなる。自分が良い
方に変われば周りは自ずと良くなっていくという考え方
だそうです。ロータリアンは超我の奉仕の理念によって
自らを律しますが、奉仕において高い目標を掲げるため
にはロータリアンはロータリー自体に対する手入れを怠
らずロータリーファミリーを拡大していくことが必要で
す。と説かれ、2014-2015 年度にはロータリーの奉仕を
人々と分かち合い、クラブをより強力なものとし、地域
社会で、世界で、ロータリーの存在感を高める事で「ロ
ータリーに輝きを」というテーマを掲げられました。
次の 3 点を強調されています。
１．今年度会員数を 130 万人という目標を達成する
現在 120 万人まで減った会員を 130 万人まで増やす
２．ポリオを撲滅して「ロータリーに輝きを」もたらし
歴史に１ページを刻みましょう。
ポリオのプログラムは 1979 年スタート以来感染数は
99％減尐しており撲滅が実現すればポリオは天然痘に
続き世界から根絶された 2 番目の病となります。2 月
11 日にインドでポリオ撲滅宣言が出ました。パキスタ
ン、アフガニスタン、チュニジアの３ヶ国に残ってい
るだけです。もう尐しがんばりましょう。201５年初め
までに、野生株を撲滅させ３年間の調査監視期間をお
き 2018 年にはポリオ撲滅宣言をするというエンドゲ
ーム戦略計画が立ち上がりました。ポリオを撲滅させ
撲滅宣言を出すことがロータリーの最終目標です。あ
と一歩です。
３．
ロータリーデーを成功させて
「ロータリーに輝きを」
を実現させましょう。
ロータリーデーとは、地域社会の人々に楽しみながら
情報を学んでもらうイベントを催し、ロータリーを紹
介するというものです。クラブ入会への関心をもって
もらい、ロータリーについてよりよく理解してもらえ
るまたとない機会となります。例として
・屋外でのピクニックやバーベキュー大会
・スポーツ行事やコンサート
・家族向けのマラソン大会
・地元のお祭りやイベントに併せた催し
・チケット制のレセプションや夕食会
ロータリーの専門用語やロータリーだけで通用する
ような慣行はさけ交友関係を広げアイデアや意見を
交わし行動を起こす事で地元地域や世界に貢献でき
るというロータリーの魅力を参加者に感じ取っても
らうことがポイントです。地域社会でロータリーの存
在感を高めロータリーに輝きをもたらして下さい。
2014-2015 年度に 34000 を超えるクラブを強化し、
「ロータリーに輝きを」をもたらせば、ロータリーの
奉仕で世界に輝きをもたらすことができるでしょう。
以上 RI 会長からの伝言でした。

さて、 研修セミナーはこの後 RI 会長からの方針をも
とに 2730 地区での具体的行動をどうするかということ
で各部門の活動計画の発表となり、規定審議会の報告、
拡大増強についての具体策、クラブ管理、奉仕プロジェ
クト、財団、米山記念奨学事業について各地区委員長か
らの報告があり夕方 6 時ようやく終了となりました。
そのあとは楽しみの懇親会でした。地元の子供達によ
る太鼓演奏と鏡割で宴の開始となりました。ほぼ名刺交
換に終始しましたが地元の焼酎と海の幸を堪能し１日目
を終了しました。
２日目は分区毎の討論でその中で E クラブの協力につ
いて話がありました。
E クラブとはオンラインで例会を開くロータリークラ
ブのことで、
６年間の試験期間を経て 2010 年７月１日よ
り正式に国際ロータリーの認証クラブとなりました。
例会をネット上で開く事を除けば基本的に従来のクラ
ブと権利義務において全く変わりません。E クラブへの
参加者としては以下の人たちが考えられます。
①毎週の例会に参加するのが困難な、身体的、距離的
スケジュール的ハンディを持った職業人
②転勤により県外、海外に移住したクラブ経験者
③ロータリーファミリー
未来のロータリアンを育成する目的もあり若い人たち
の参加を期待されています。また、ロータリー退会者も
可能で入会することで経歴が復活します。
入会金３万円 年会費６万円で、上半期３万円下半期
３万円となっています。
各クラブ１人を推薦してくれということですが増強と
矛盾しないでもなく対応を検討する必要がありそうです。
研修は 12 時まで続き、 修了証の授与があり閉会とな
りました。私にとりましては、ロータリーの勉強をこれ
ほどしたことはなく、20 年以上在籍しながらいかに不勉
強であったか痛感した研修でしたが、尐しは賢くなりま
したので来期は是非御協力いただけたらありがたいです。
言いつくせませんでしたが、 以上 PETS 報告とさせて
いただきます。

4 月の例会案内（4 月はロータリー雑誌月間）

☆会員職業卓話
高鍋信用金庫理事長 池部文仁君
自己紹介
高鍋信用金の歴史
(1)大正 11 年 4 月創業
(2)北の遠軽、单の高鍋
(3)西諸信用金庫との合併
(4)金庫店番
日本経済に影響した出来事
(1)湾岸戦争
(2)リーガンショック
(3)東日本大震災
(4)第 2 次安倍内閣発足
(5)宮崎県内の「アベノミクス」効果
(6)口蹄疫発症農家の現状
(7)第 10 回全国和牛能力児湯信会（24 年 10 月）
(8)「秀正実」サシの部歴代 1 位の数値
地域経済の課題・問題点
(1)生産年齢人口の減尐
(2)ＧＤＰの推移
(3)消費全 8％の影響
(4)中小企業の現状
(5)県内金融機関のシェアー競争

等々。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＊大変楽しみにしていた池部君の会員職業卓話でしたが、
時間切れとなり、最後までお聞きする事が出来ず残念
でした。本日の卓話の続きは、また後日お願いしたい
と思いますので、池部君宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜情報の広場＞
このコーナーでは、親睦に役立つ情報を常に募集して
います。
＜クラブ会報委員会より＞
武末君、ありがとうございました。７月からは、メン
バーは一蓮托生です。御指導の程、どうぞよろしくお
願いします。
池部君、ありがとうございました。“北の遠軽、单の
高鍋”懐かしい響きです。パート２を楽しみにしてお
ります。

4/3

1829 回
月初めのセレモニー・米山ランチ
雑誌紹介・ロータリー情報便り・理事会
4/10 1830 回（ホームクラブ 100％出席例会）
会員職業卓話・血圧測定・ポリオＢＯＸ
4/17 1831 回
外部卓話―新世代担当
プログラム委員会・100 万ドル
4/24 1832 回
早朝例会―公園清掃 6：45～

副ＳＡＡ 青木善明君

ピアノ演奏の森幸子さん

