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四つのテスト
言行はこれに照らしてから
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3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるか　どうか 

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある :

第 1　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること ;

第 2　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること ;

第 3　 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕
の理念を実践すること ;

第 4　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。

付記 :「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけれ
ばならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。



ガバナー挨拶

ライトアップロータリー ハッピークラップ ありがとうロータリー
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2014-2015年度　国際ロータリー第2730地区　

ガバナー　田　中　  俊　實

　10月17、18、19日の地区大会は、「大隅半島
8RCで心をこめておもてなし」をコンセプトに、
ロータリアン、ロータリーファミリーの素晴らしさ
を実感していただけるように、川崎源雄実行委員
長、そして鹿児島県東部分区8RCをはじめ、出席し
ていただきましたロータリアンお一人お一人のご協
力により、ムンドクファン・チェミョンエRI会長代
理ご夫妻には、100点満点の評価をいただき、気持
ちよく韓国へお帰りいただけました。
　特に、ロータリーモメントの発表は、今後、韓国
でも取り入れたいと高い評価をいただきました。発
表された10名の方々、また、公式訪問の際にフォー
ラムで発表していただいた皆様に、深い敬意と感謝
を表したいと思います。素晴らしい地区大会にして
いただきましたロータリアンに唯々感謝の気持ちで
いっぱいです。地区大会での交流、友情の交換を糧
に各クラブ今年度目標を3月末までに目途がつけら
れますよう期待して感謝のことばといたします。あ
りがとうございました。ではここで、地区大会にて
お伝えしきれなかったことを掲載いたします。
　私はガバナーノミニーとなり、初めて真剣にロー
タリーに接することになりました。地区委員会セミ
ナー、ガバナー補佐・地区チーム研修会、ペッツ、
地区研修協議会、地区運営会議（RA、IA、VTT、
青少年交換、米山記念奨学会、財団等）に出席して
みて、自分が恥かしくなるほどに部門長、委員長さ
んは一生懸命に取り組んでおられます。又、送られ
てくる週報を読みますと、会長はじめ会員の皆様の
例会の様子がよくわかり、しっかりとロータリーに
取り組んでおられ、会長の時間や会員の卓話の内容
も素晴らしく、ロータリアンの素晴らしさに圧倒さ

せられました。公式訪問では、ガバナー補佐と各ク
ラブ会長幹事エレクトさんと力を合わせて、心より
のおもてなしいただき、又、各クラブの現況・計画
をお聞きしました。それぞれのクラブの皆さんは、
しっかりとクラブ運営をされておられ、かえって
私が励まされました。又、フォーラムでは、「私の
ロータリーモメント」を話していただきました。
ロータリーに入ってよかったこと、そして、素晴ら
しい仲間が出来たことなど、ロータリアン一人一人
が自信をもって発表してくださいました。どれもこ
れも心に残る素晴らしいものばかりでしたので、各
分区から今回発表していただく代表1人を決めるの
に大変な苦労をいたしました。そこで、フォーラム
発表者全員の発表内容を冊子にまとめたいと思って
いるところです。ロータリーは人材の宝庫でありま
す。素晴らしい人材の集まりです。
11月はロータリー財団月間です。
1. 各クラブ財団目標達成のためには、エブリロータ
リアン、エブリイヤー、つまりすべての会員に財
団の友になってほしいということです。年間100ド
ルを各人が約束しましょう。その為の方法を各ク
ラブで研究しましょう。例会場に迷惑をかけない
方法での100万ドル食事、毎週毎月、決まった小金
額を積み立てるなどです。工夫してみて下さい。

2. DDFを利用した未来の夢計画をクラブ戦略計画、
効果的なクラブになるための行動指標を検討し
て、各クラブ大いに計画して下さい。来年度計画
は、3月までに都城地区事務所へ提出して下さい。

3. ポリオ撲滅運動にご協力をお願いします。財団へ
の寄付は、従来どおりお願いします。1人30~50
ドルを希望しております。



2014－2015年度 地区大会 盛大に開催 !!

大隅半島 8RCで
心をこめておもてなし

《ホスト》
鹿屋西ロータリークラブ

《コ・ホスト》 
鹿屋RC　串良RC　志布志RC
かのや東RC　きもつきRC

南九州大崎RC　志布志みなとRC
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　国際ロータリー第2730地区 2014－2015年度 地区大会が、10/17（金）18（土）19（日）3日間
の日程で「大隅半島8RCで心をこめておもてなし」をコンセプトに、ばらのまち鹿屋市で盛大に開催を
致しました。
　韓国からお越しくださいましたムンドクファン・チェミョンエRI会長代理ご夫妻、3661、3720姉妹
地区の皆さま、ご講演頂きました東京オリンピック招致委員会事務総長 水野正人様をはじめ、ご参加
頂きましたロータリアン並びにロータリーファミリーの皆さま誠にありがとうございました。
　3日間の内容について、詳しくは地区大会報告書を作成後改めてご報告致します。



「大隅半島8RCで心をこめておもてなし」

10月17日（金） ●記念ゴルフ大会　大隅カントリークラブ
●地区財務・各種委員会　ホテルさつき苑
●RI会長代理歓迎晩餐会・ガバナーエレクト激励壮行会　ティヌカーラKANOYA

10月18日（土） ●第2回諮問委員会（朝食会）　ホテルさつき苑
●ガバナー補佐・部門長・クラブ会長・幹事合同協議会　鹿屋市中央公民館
●第1本会議　鹿屋市文化会館
●記念講演　講師　東京オリンピック招致委員会事務総長　水　野　正　人
●会員交流大懇親パーティー　ホテルさつき苑

10月19日（日） ●友愛の広場　　●第2本会議　　●地区指導者育成セミナー
●フェアウェルパーティー　ホテルさつき苑　
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私のロータリーモメント

晴らしいことですが、企画をしている時に、地元
の方々から是非協力させてくれと申し出があり、
感激しました。これも一つの出会いだと思いま
す。他にもサンアントニオの世界大会で出会った
名古屋、ロサンゼルスのロータリアン、大阪の世
界大会で出会った愛媛のローターアクト、広島の
世界平和フォーラムで出会った兵庫、北海道、岩
手、宮城、福島のロータリアン、まだまだ大勢の
方に出会っています。
　ロータリーは、親睦が基本でその上で奉仕活動
が成り立つと思います。クラブ内での親睦は勿論
ですが、他のクラブとの交流、情報交換も大事だ
と思います。IMや地区大会など交流する場はた
くさんあります。特に地区大会の懇親会は非常に
良い場だと思います。懇親会に出席せずに自クラ
ブだけで夕食をとるクラブもありますが、非常に
もったいないことだと思います。以前このこと
をあるロータリアンに話をしたら、「すでに大勢
知っているので今更交流を深める必要はない。お
金がもったいないから自クラブだけで懇親会をし
たほうがまし」と言った方がいました。自クラブ
だけの懇親はいつでも出来るはずで、他クラブと
の交流、知り合いを増やせるチャンスを自ら潰し
ていることになります。しかし、チャンスがあっ
ても自分から積極的に声を掛けないとなかなか出
会えません。この積極性を学ぶことも、ロータ
リーで経験できることは私にとってとても良いこ
とだと感じています。
　昨年、広島で行われた世界平和フォーラムの
分科会に出席した時の話しですが、この分科会
は50数カ国の高校生がテーマにそって議論し発
表しました。その会場には英語の通訳がいました
が、フランス語の通訳がいませんでした。すると
日本人の高校生が「私が通訳します」と言ってフ
ランス語の通訳をかってでました。この積極性に
はびっくりしました。また全体会の質疑応答では
時間が足りなくなるくらい大勢の方、勿論高校生
も大勢いました。この積極性は素晴らしいことだ
と感じました。

　日向RCの桑原教輔と申します。大変緊張して
いますがどうぞよろしくお願いします。私がロー
タリーに入会してからの出会いを中心に話をした
いと思います。
　私はロータリーに入会して18年目になりま
す。大学卒業後、東京の商社に勤めていました
が、26歳の時帰郷し家業を継ぎました。13歳か
ら26歳まで、寮生活や一人暮らしで実家を離れ
ていましたので、当時地元に知り合いがほとんど
いなく父からは「ロータリーでもライオンズでも
JCでも、最初に声を掛けてくれたところに入会
しろ」と言われました。私の父も、当時日向中央
RCの会員でしたので、裏で話をまとめていたの
だと思いますが、日向RCから声が掛かり28歳で
したが入会しました。
　入会して数年後のガバナーが、鹿屋RCの井ノ
上繁パストガバナーでした。当時、私はクラブ最
年少でしたので、ガバナーの目にとまったのだと
思いますが、後日手紙を頂き、その後も機会があ
るたびに話をするようになり、私がサンアントニ
オの世界大会に行きたいと思ったとき、「絶対行
きなさい」と言って頂けたので行くことに決めま
した。たまたま井ノ上パストガバナーとホテルが
同じでしたので、一緒に行動しようと誘われ、食
事、開会式、観光に同行させていただきました。
そのお陰で日本人朝食会のときに裏千家の千玄室
さんや当時のRI会長のフランク・デブリン会長と
お話しすることが出来ました。また、私が日向
RCの会長を請けるかどうか迷っていた時も「是
非請けなさい。もし困ったことがあったらいつで
も相談にのります」とおっしゃってくれましたの
で決心しました。50周年の式典にも出席して下
さり、大変感謝しております。ただ最近地区大会
や協議会の時に見かけなくなったので、大変心配
しています。
　昨年、日向RCは福島キッズを受け入れまし
た。その時、川内村の子供達に出会ったことも素

日向RC　桑原　教輔
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　現在、日向RCは会員増強をしなくてはいけま
せん。会員を勧誘する時、ロータリーとはとか、
どんな奉仕活動をしているとかだけではなく、
ロータリーに入会すると地元だけでなく全世界に
知り合いが出来、その方々と話をしたり、行動を
共にしたり、自分を高めていくチャンスがたくさ
んあるということをどう伝えるか、また入会後も
どう伝えていくかが課題だと思います。
　以上のように、ロータリーに入会したお陰で、
大勢の方々との出会えたことが感動であり、この
出会った方々がすばらしい仲間であり、その方々
と社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕活動をやり
方、考え方が多少違っても、同じ目標をもって活
動していけることはすばらしいことだと感じてい
ますし、力だと思います
　最後に、本日は私にこのような貴重な経験をさ
せて頂き、また一つ自分を高めることが出来たの
ではないかと感じています。ありがとうございま
した。

「私のロータリーモメント」
　ロータリークラブ会員は、経営者或いは個人事
業主又は会社での重要なポストを担う方々です。
それ故いろんなストレスがあり、悩みを多く抱え
てしまいます。私はその対策を教えてくれるのが
ロータリーだと思うようになりました。
　私は瓦屋の3代目に生まれ、もの心ついた頃か
ら瓦に触れて育ちました。トラックや機械の音、
職人さんの掛け声、スコップやコテ等が置かれ
た棚、何メートルも積まれた数万枚の瓦など。父
や職人さん達は早朝から現場に出ていました。家
族や住み込みの職人さんの食事、洗濯、掃除等、
目が回る程に忙しかったはずの母。私はそんな
両親に深く愛され育ててもらいました。今、父は
85歳、母83歳です。まだまだ元気でいてくれて
ます。ありがたいです。私は片田舎で生い立ち、
特別裕福でも無く、貧乏でも無く飽食でも欠食で

西都RC　上田　普

も無く生きてきました。そんな取るに足らない人
生ですがある言葉に深く傷付き人間不信に陥り、
言わばそれから立ち直りたく生きてきたのかも知
れません。昔の話しで恐縮ですが、私が高校2年
生の時です。私は勉強嫌いでできが悪く、無気力
で何事にも消極的な目立たない生徒でした。ある
日、日頃から反りが悪く何かにつけて嫌みを言う
教師が授業中に問題を解くよう私を指名しまし
た。私は解けませんでした。教師は、見下した調
子で言いました。「上田、お前は今日から名前を
変えろ。上田じゃなく下田（しただ）だ。それが
お前にちょうどいい。」笑いながら言いました。
同級生の視線は、一斉に私へ注がれ、教室は静ま
りかえりました。私は、顔面蒼白になり卑屈に笑
いました。向学心も無く何の期待もされず何しに
学校に来てるのかと、叱責されても仕方がないと
思っていました。しかし名前を変えろとは、それ
が教師の言う事でしょうか?両親や祖父母の顔が
浮かびました。名前は私だけのものではありませ
ん。両親、祖父母その何代もの歴史があり、名前
を大切に守り繋いできた親族の絆そのものだと思
います。真面目に働き育ててくれた両親、威厳が
あった自慢の祖父、優しく包んでくれた祖母、皆
に恥をかかせ裏切ってしまった。そう思った時、
どうしようもない悔しさで涙が溢れました。思春
期の多感な頃でしたから心は折れました。しか
し、それからは二度とあんなことを言われたくな
いと漠然とではありますが、両親に恥をかかせま
いと思うようになりました。高校3年生で、学業
にも身を入れるようになり何とか大学に行かせて
もらいました。社会人になり、家業を継ぐべく父
の下で修業しました。しかし実際に仕事に就くと
瓦屋は世間から良い職業と思われていないと感じ
るようになりました。肉体的にきつい、危険、汚
れる、収入も多くない、段々と自分の職業を堂々
と言えなくなりコンプレックスになっていきまし
た。仕事は何をされてますか?と聞かれると瓦屋と
はっきり言えず【いろんな屋根材を扱い販売施工
の会社をしています。】と話していました。とて

5

心に残るロータリー体験



私のロータリーモメント

も情けなく自己嫌悪になりました。私がこんなふ
うですから社員さんはもっと惨めだったと思いま
す。そんな気持ちで毎日仕事をしていました。
　しかし、運命でしょうか?厄年の42歳の時、西
都ロータリークラブに入会させて頂きました。私
にはとても入れるところでは無いと思っていまし
た。信じられない気持ちで初めての例会に出席
しました。不思議な感じでした。年長者であって
も君づけで呼び、息子ほどの会員にも同じ目線で
語り合う。先輩後輩であっても互いを尊重し尊敬
しあっている。職業人同士その人となりを認め合
う。先輩ロータリアンが熱く語った、愛情の一番
の表現方法は奉仕だよ、との言葉。そして全ての
職業は必要不可欠であり大切な役割があるとの教
え。私は自己の職業に対する考えが一変するのを
感じました。自分の職業を卑下することはあの辛
辣な暴言を放った教師と同じように心を傷つける
ことと知りました。
　そして、最近思いますのは、ロータリークラブ
会員として奉仕をしていると自慢気になっている
自分がいて、実はそれは、自惚れでそれ以上に私
自身が地域社会の人々から多くの恩恵に預かって
いるのだと判りました。今は、誰にも自信を持っ
て瓦屋と言えます。あの教師にもずっと上田で生
きてますと胸を張って言えます。そんな考え方
を教えてくれたのは間違いなくロータリーです。
ロータリーを知らずにいたら一生涯仕事に誇りを
持てず人に関心を示さず淋しい人生を歩んでいた
でしょう。
　今日も暑い中、懸命に社員さんは働いてくれま
す。数多くある会社の中で、私のところを選んで
くれました。感謝の気持ちで一杯です。小さな会
社ですが、君達がいてくれるから私は社長でいら
れます。そんな事を気づかせてくれるロータリー
に出会えて本当に良かった。ロータリーは私の第2
の父であり母です。心からそう思います。

　私は、串間ロータリークラブに入り2年近くにな
りますが、入会するまでは、推薦頂いた会員の方
にかたくなに拒否してまいりましたが、私は同業
者関係では視野が広がらないと思い入会を決意し
ました。今思えば最初の例会でした。いきなり知
らない歌を歌わされ、いい大人がやたら笑顔を振
りまいて握手を迫って来る様が今でも鮮明に残っ
ています。知り合いが何人かいたのですが、この
会はもしかして怪しいと思った事も事実です。
　そこで、私は日々3台のパソコンで業務を行っ
ている事もあり、色々検索して勉強をしてみまし
た。まずロータリークラブで検索すると、今から
109年前にできた「国際的な社会奉仕連合団体」
とありました、まず年代に驚かされました。それ
から、ロータリの四大奉仕が決められたのが89
年前でした。例会で行う「言行はこれに照らして
から」の四つのテストは元RI会長の自社の為の指
針として創案されたものだと知り、私自身も恐れ
多いのですが、これに近い考え方でありましたの
で弊社も「私たちは、第一に、従業員の雇用にあ
たって十分な注意を払い、第二に、彼らが自分の
会社で順調に働いてゆくに従い、より優れた人間
となるよう援助すること」とさせて頂きました。
難しいことは何もわからないのですが、私が入会
の決意としたこともロータリの目的の第1項にあり
ます「知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること」と後で知りました。このような少ない
知識を頭に入れて活動をしていくことになります。
　最初に任された委員会が親睦委員長です。こ
の役務により会員の皆様との距離も近くなり、親
睦もできて色々話をしていくなかでまずは自分が
勉強になることばかりでした。活動に慣れていく
なかで会員さんをしっかり見ているとそれぞれの
経営者が、自身の仕事も忙しいなかでしっかり社
会奉仕活動をしていることに感心をして又、自分
も遅れまいとやっている姿に感動を覚えた次第で
す。これが入会時に頂いた「ロータリーの綱領」

串間RC　川﨑　勉
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にある。有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓
吹することだと考えさせられました。
　今年度、飛永会長年度では社会奉仕委員長と
理事を任されていますのでロータリーの基本であ
ります、例会出席はもちろん、地域社会でのロー
タリーの存在感を高める行動指針を頭に入れて。
120万人分の1のロータリアンは基より、串間ロー
タリアンの17分の1から皆さんとこの活動を体が
元気であるかぎりともにしていきたと思います。
ご静聴ありがとうございました。

　本日は、「ロータリークラブで感動したこと」
についてお話しします。先ほど紹介がありました
ように、私はロータリー歴10年となります。
　入会当時には、このクラブよりガバナーを輩出
するとの事で、「お前はパソコンが少々出来るそ
うだから、ガバナー事務所を手伝ってもらいた
い」と言われまして、先輩の指示だから断れない
なと考えていたところ、まかされた役目が「ガバ
ナーエレクト事務所の事務局長」という、新入会
員としてとんでもない役割を受けてしまったロー
タリーデビューでした。
　当時、ロータリーのイロハのイも分からない頃に
ガバナー事務所の事務局を任されたわけですから
堪ったもんじゃありません。ガバナーって何?から
始まり、日々、ロータリー文言の解読、沿革の読み
込み、組織の理解、プログラムやプロジェクトの区
別等に加え事務方としての様々な業務に追われ、
超多忙の毎日を過ごした事が思い出されます。
　それからガバナー事務局も終わり、クラブの
SAAや幹事・委員長などを経験するうちに、川内
ロータリークラブは、青少年に関するプログラム
やプロジェクトをとても沢山実施していることに
気付き、クラブの青少年に対する思いに大変感動
したところでした。
　その内容は、五大奉仕としての青少年奉仕プロ
グラムのローターアクトと2校のインターアクトを

川内RC　吉満　祐市

提唱、ロータリー財団としての青少年プロジェク
トのポリオ撲滅活動と国際親善奨学生の派遣。こ
れは2年前に地元出身の大学院生をドイツへ派遣
しています。
　米山記念奨学会としての青少年プロジェクトの
海外留学生支援は、一昨年度と昨年度パキスタン
人の大学院生を担当しています。それと、川内ロー
タリークラブ独自の青少年プロジェクトとして、
市内4高校への奨学金の贈与を30年も続けている
等、多くの青少年に関する事を実施しています。
　私は青年会議所出身ですが、青少年事業に関し
てはロータリーのプロジェクトやプログラムが、
より沢山で多岐にわたり内容が濃いことに気付か
されました。
　この様な中で、私は川内ロータリークラブの広
報委員長として、ぜひこのような活動を社会にお
伝えしなければならないと日頃より考えていまし
た。しかしながら、新聞や公共機関への事業実施
案内や結果報告は今までにやってきましたが、手
応えや反響はそれほど上がりません。何か目を向
けてもらえるような仕掛けをしなければならない
と、常に考えていました。
　そのような折、昨年当クラブ60周年記念事業に
向けて若手経営者との交流の機会があり、地元FM
ラジオ局として開局した局長のお話を聞く中で、
コミュニティラジオ放送の波及を実感することに
なりました。
　薩摩川内市のコミュニティラジオ「FMさつませ
んだい」は開局して今年の3月で1年経ちました。
この間、市内の様々な情報と音楽をパーソナリ
ティが朝7時から夜9時まで毎日生放送でお伝えさ
れてます。
地元の方言を交えて放送するスタイルや、地域の
話題を小さなことまで取り上げる丁寧さが多くの
支持を生み、今では市民から無くては成らないメ
ディアとして考えられています。
　また、薩摩川内市の防災情報を伝える媒体とし
て確固たる位置にあり、市からのお知らせのみな
らず国・県の災害情報等も即座に放送され、信頼

7
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されるリスナーからの火災・交通事故の情報もそ
の都度発信されていて、公共性も高いメディアと
認識されています。これだと思いました。この様
に地域で、支持を受けているメディアに広告が出
せれば、私どもの公共イメージをアップさせられ
ると思いました。でも、それからが問題でした。
どうすればロータリーの事を分かるように放送で
きるだろうか。ロータリークラブの事が、ラジオ
から流れてくる間、しっかりと聴いていただける
だろうか。ロータリークラブの活動をコマーシャ
ルとして流して、嫌味が無い様に伝わるだろう
か。大変悩んだ中、解決に本来川内ロータリーク
ラブが得意とする青少年プロジェクトと広報をコ
ラボレーションさせればと発案しました。薩摩川
内市PTA連合会と結託し、子どもたちがコミュニ
ティラジオで自分の事を喋れる番組のスポンサー
となり、ロータリーの活動をコマーシャルしよう
という思惑です。
　しかし、今まで無い企画に市P連は承諾いただ
けるだろうかの不安があります。子どもたちを輩
出する学校側の了解や、保護者の理解はいただ
けるだろうかとも考えます。そこで、私の出番で
す。自分が市P連の会長ですので、各会合のその
都度の挨拶の中で協力を仰ぎ、緊急の議案を常
任理事会でまとめ、教育委員会を口説き、校長
会に頭を下げ、実施することが決定しました。
番組名は「子どもたちの声（さつませんだいPTA
ラジオ）」で決まりました。番組スタイルは市内
の小・中・高校の児童・生徒が日頃より考えたり
思ったりしている自分の事を、2分間の作文朗読
をして2分間のパーソナリティとの対話をする形
です。平成26年の10月からの数か月の間、日曜日
お昼12時55分からの4分番組として計27回放送す
る予定としています。
　現在、事前作業に入っています。収録日の8月
17日の日曜日には、ラジオ局に13人の子どもたち
が集まり、それぞれがスタジオでプロのパーソナ
リティを前にして、緊張しながら朗読と対話を済
ませています。沢山喋りすぎたと言う子どももい

れば、緊張しまくりだっと言っておどける子ども
もいて、編集でどうにかなりますよとの局側の対
応に立ち会っていた保護者も笑顔で頷いていまし
た。声弾ませて自分の事や友達の事、学校の事を
朗読する姿や、照れくさそうにパーソナリティの
質問に答える姿は、ラジオから聞こえてくる声と
してしっかりとリスナーに届く事でしょう。子ど
もたちも保護者も大満足して前期の収録を終えた
ことでした。
　これから収録した番組を10月から放送いたしま
す。今年度は、市内54校の学校より27名の子ども
たちの声をお送りする予定です。家族や友達、学
校の先生や地域の方々が、学校を代表してラジオ
で話をする子どもの声を心待ちにしているところ
だと思います。番組の最後にはこのようなコマー
シャルが入ります。内容は、年々変わっていくと思
いますが、今年はこれでいこうと決めています。
　「川内ロータリークラブは世界のポリオ、小児
麻痺撲滅のために国際ロータリーの中で活動して
います。この番組は薩摩川内市の子どもたちと薩
摩川内市PTA連合会を応援する川内ロータリーク
ラブがお送りしました。」
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　自分とは縁がないと思っていたロータリークラ
ブへ入会したのは、尊敬する女性会員の先輩から
のお誘いでした。「どうして私が?　おじさま方の
会では?」というのが、失礼ながら当時の私の正直
な気持ちでした。
　洋菓子店を経営しておりますが、ほとんどが
女性スタッフのため、「男性の縦社会が学べるわ
よ!」の一言で心が動き入会いたしました。それま
で仕事を通じて研修、メンタリングを行ったり、
講習会への参加・独学でのコーチングやマネジメ
ント、コンサルタント依頼・・・etc。30名のス
タッフをまとめ、お客様に喜んで頂けるにはどの
ような仕組み作りをしたら良いかと、色々にチャ
レンジしておりましたが、入会したロータリーで

鹿屋西RC　西木場　奈緒美
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　諸先輩方のいらっしゃる中で、ロータリー歴の
若い私がこのような形で話しさせていただくこと
お許しください。
　ロータリーに入って感動したこととは、奉仕と
いう考え方、言葉そのものが正直びっくりし、ま
た深く知れば知るほど感動しましたし、感動し続
けていると言った方がいいのかもしれません。
　入会するまでは、奉仕とは、ボランティアと
思っていました。ボランティアとは、例えば休み
の日に地域の草取りをしたりなど目に見えるもの

鹿児島サザンウインドRC　中村　聡
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はものの見事に組織、仕組みが完成されていまし
た。
　毎年、会長、幹事、委員長、クラブも入れ替わ
り、「この人でなくては出来ない事」から「仕事に
誰でもが合わせていくこと、役が人をつくる !!」と
いうことを実践しています。毎週の例会、各委員
会、大会等、世界規模の組織であるロータリーの
各々のクラブ活動は、軸が1本通っていてブレるこ
とがなく、脈々と受け継がれている伝統がありま
す。その時々に、必要な社会への奉仕ということ
で、時代のニーズに合った変化と四つのテストに
表されるロータリーとは?という意識で、世界中に
ロータリアンがいることが改めてすごい組織だと
感動いたします。会員は皆さん経営者やリーダー
的立場の方々ですが、リーダー性は経験の仕方
や学ぶ環境、交わる友人、知人によって、その発
露が変化し、そこを補い修導していくのがロータ
リーであり、リーダーとしての人格、人徳を磨く
努力こそが生産性の向上に継がると学びました。
そんな素晴らしいリーダーである会員の皆さんに
囲まれて、いつの間にか私のロータリーライフも5
年目を迎えました。
　入会時、数少ない女性会員というのに加えて、
第一子の妊娠中で仕事は旧姓のまま続けており、
名前問題に産休問題、鹿屋西ロータリークラブと
しては、さぞやりにくかったことと思います。4年
間のうち2回も産休のため休会させて頂き、クラブ
には大変御迷惑をおかけいたしましたが、復帰の
時はまるで自分達の孫が生まれたかのように温か
く快く迎えて下さった会員の皆様に心より感謝い
たします。
　ロータリークラブの一番の魅力は、やはり人、
仲間だと思います。様々な職業の方が週1回、定
期的に集い、学び、奉仕の理想を掲げ、同じ目標
を持つということが数十人でも数百人でも人はま
とまれるという証しです。先輩方の優しい御指導
のもと、ロータリアンらしく!と自分に言い聞かせ
ながら、いつの間にか私より後に入会されたメン
バーも増え、しっかりしなくてはと焦る今日この

頃です。
　鹿屋西ロータリークラブでは、57名の会員のう
ち11名が女性ということもあり、注目されたりも
しますが、単に女性会員というだけでなく他の会
員同様各々が、普段責任ある立場で仕事と向き合
いリーダーシップをとっているので、貴重な時間
を同じ志を持つ者として集えることにパワーをも
らったり与えたり出来る関係です。男性組織が縦
社会であるのに対し、女性は横の社会をつくりま
す。そんな違う性質の男女が両方いる魅力あるク
ラブになるよう、ロータリーのこと、組織運営のこ
と、縦社会を私なりに学んで職場にも家庭にもお
ろして横に広げられるよう努めたいと思います。
　今年度の国際ロータリーのテーマは「ロータ
リーに輝きを」です。私の職場の基本方針の1つに
「目指すものは1人1人がいきいきと輝くこと」と
いうのがあります。1日のうち最も長い時間を費や
す職場でこそ主役となり、スキルを上げて輝いて
ほしいという願望でもあります。
　お菓子が好きで選んだ職業です。「好き」の気
持ちを込めて、お菓子の楽しみ方を手ほどきで
きる「売り手」ではなく、「先輩」として接すれ
ば人は感化されるように思います。ロータリーク
ラブへ先輩が導いて下さり、今日の自分があるよ
うに、私も小さい子供がいても学べるというポジ
ションで、後輩へロータリーを広めて参ります。
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などが、奉仕と思っていました。他の団体が、の
ぼりをたててやったり、たすきをかけてやってい
るようなイメージです。形がみえるものと言った
ほうがいいのでしょうか。悪いイメージはなく見
かけて時、すごいなぁ、えらいなぁと感じていた
程度でした。奉仕といっても、ロータリーにはさ
まざまなものがあります。例えば「超我の奉仕」
世界的な心理学者マズローは、人間には5段階の
欲求があり、その頂点にあるものは自我の欲求
であると唱えています。この自我の欲求とはずば
り、超我の奉仕のことなのです。
　つまり、最もよく奉仕するもの最も多く報いら
れるということだと思います。ただひたすらお客
様のためにと仕事をしていくことは、人としての
生き方としてとても大切なことだと気づくことが
できました。
　私の大好きな野球選手イチローは、まさにその
生き方に入っていると思います。お金だって十分
にある（引退してもOK）名誉もある。彼は野球を
志す少年たちのためにプレイしているのです。結
果として・・・奉仕の中には、クラブ奉仕・職業
奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕などがあ
りますが、私自身がもっとも感動・感激・感心し
た①職業奉仕と②クラブ奉仕について自分なり述
べてみたいと思います。
クラブ奉仕
私自身何かクラブに奉仕するものと思っていま
した。例えば　物などで寄付すること、募金な
ど・・・でもそうではないなぁと感じてきまし
た。すなわち例会出席そのものが、私自身のクラ
ブ奉仕なのだと・・。よく諸先輩方からまずは出
席から・・・と話しされますがそのものだと。最
近までクラブがあって例会が開かれると思ってい
ました。が、しかし逆でした。私が出席するため
に例会が開かれているのだと気づきました。ロー
タリーへ入会することとは　例会に出席するこ
と。まさにクラブ奉仕とは、クラブの枠組みを作
る活動そのものなのですと。
職業奉仕

この言葉というか考え方がとても難しい反面、自
分自身にいつも問うことができる、自分の家訓と
よべるものではないでしょうか。あくまでも私自
身が感じたこと、ものとして職業奉仕について語
りたいと思います。
ロータリーは単なるボランティア団体ではない。
寄付団体でもない。慈善団体でもないし　社交団
体でもない。
　では何か?
ロータリーの目的・・・主文の中に、ロータリー
の目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念
を奨励し、これを育むことにある。と
事業や企業または働くものの理念の基礎は、奉仕
の理念ではなかろうか。
職業奉仕は、ロータリーがロータリーである所以
の奉仕の在り方だと思います。
　では自分の言葉に置き換えると、あたり前のこ
とをあたり前にやる。自分の職業は、正直で、誠
意があり、誇りが持てる仕事でありたいと心から
願い、そして自分の子供がこの仕事をしたいと本
気で思ってもらえるような真剣な生き方のできる
職業としたい。そんな生き方ができる仕事。それ
が職業奉仕なのかな。そしてその心構えが、ぶれ
ないように　その他の奉仕活動（クラブ・社会・
国際・青少年）があり、そのものが訓練ではない
のか。
　そう考えると、大袈裟な言い方もしれません
が、ロータリーは世直し隊なのかな。

ロータリークラブに入って感動したこと
　私は、ロータリークラブに所属することを最初
は躊躇しておりました。父がすでに入会してお
り、私まで入会することに意義を見いだせなかっ
たのです。また、私の敬愛する母が生前、ロータ
リークラブのことをノータリンクラブと揶揄し、
父がロータリークラブとかこつけては飲みに行っ
ていたのを嫌っていたことが頭をよぎったからで

奄美RC　岩崎　勇登
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もあります。ロータリークラブの飲み会で帰って
きて、酒においをぷんぷんさせながら、夜中勉強
をがんばっている息子に罵声を浴びせた、最低
な父の姿が今でも思い出されます。しかし、実際
ロータリークラブの飲み会と言ってもそれほど多
くなく、父が何かと言い訳に（例えば彼女の家に
行っていたり）ロータリークラブを使っていたの
だとだんだん分かってきた次第であります。マイ
ナス的な事を申し上げましたが、結論としては、
今回入会してみて、当時お誘いいただいた朝沼榎
君や佐藤浩三君には大変感謝しております。その
理由をこれからお話ししたいと思います。
　まず、ロータリークラブに入って最も感動した
こと、それは一会員としての父と付き合いを持て
たことであります。普段、同居することもなく、
職場でもほとんど話をすることのない父とは死ぬ
まで膝をつき合わせた話ができないのでは無いか
と思ったほどです。家族に接するのが不器用な父
ではありますが、ロータリークラブでは同じロー
タリアンであり、ざっくばらんな話をすることが
できます。私にとってはこれがもっともありがた
いことです。親子では照れくさかったり、言いづ
らかったりしますが、同じロータリアンでは正直
に平等に話ができます。今後も余生を送る父とは
親子ではなく、同じロータリアンとして過ごし、
一ロータリアンとして父の最期を看取りたいと思
います。（暗い話になってしまい申し訳ございま
せん）
　２番目に入ってよかったと思う理由として、日
頃は会社のトップとして活躍されたり、これまで
の奄美経済の土台を築いてらした方々と同じロー
タリアンとして活動を共にさせていただくことを
大変光栄に思いますし、自分自身大変勉強になり
ます。奉仕活動で共に汗し、同じ円卓で食事や勉
強をしたり、同じ居酒屋の酒を飲むということは
いくらお金を払ってもできないことであります。
また、懇親会の余興で先輩方自ら恥じらいなが
らも楽しく余興に勤しむ姿を目の当たりにし、私
ども若手メンバーももっと元気に、はつらつと、

自分を打ち出して行かないといけないと、いつも
力をいただいている次第であります。今後も楽し
く、元気にロータリー生活をエンジョイしたいと
思います。
　最後にロータリークラブの信条、４つのテス
ト、ロータリーの行動規範は、これまでちゃらん
ぽらん、場当たり的な人生を歩んできた私自身に
自己規律を正す指針を与えてくれました。今年で
40歳になりますが、ある程度歳を重ねると、注意
をしてくださる方も減り、独りよがりの考えや行
動を起こしやすくなるように感じていました。そ
のような時に紳士として、企業人として、地域に
求められる人としていかに行動すべきか。私の答
えは、ロータリアンとして当たり前に行動できる
ようになることであります。
　長くなりましたが、以上のように親子関係から
先輩方とのお付き合い、さらには人生における信
条・行動指針と、ロータリークラブは私に上流階
級で生きていく術を教えてくれるものと考えてお
ります。上流階級などというと、下流があるのか
とか差別じゃ無いかという意見をいただくと思い
ますが、私がここでいう上流階級というのは心が
豊かな人を指します。心を豊かにする術として、
その最たるものは奉仕だと思いますが、私自身は
職業、その他ボランティアを通して地域に、そし
て社会に純粋無垢の精神で奉仕し、そこから廻り
回って還ってくるもので会社も私自身も成長し、
さらに奉仕力を強いものにしたいと考えていま
す。このロータリークラブで心を豊かにして最上
流階級を目指して行きたいと思いますので今後と
もご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いい
たします。
　最後にこのような発表の場を与えてくださった
田中俊實ガバナー、名島一義ガバナー補佐、久保
利男会長、柏啓介幹事長、誠にありがとうござい
ました。

11
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第３ゾーンポリオ撲滅コーディネーター　延原　正

　1960年（昭和35年）という年は、安保反対デ
モで騒然たる世相と共に、ポリオ大流行の年と
して日本戦後史に刻まれています。小児麻痺と
呼ばれたこの感染症の患者はこの年に5,000人を
超え、1,300万人分の生ワクチンが緊急輸入され
ました。冷戦真っ只中の共産圏であるソ連から生
ワクチンを調達することは当時としては思い切っ
た決断でしたが、この世界で最初の3年間にわた
る全国一斉投与が徹底的に実施され、患者数は
1960年の6,500人から、1963年には100人以下
となり、大成功をおさめました。そして1980年
以後、日本ではポリオの発症が見られず、WHO
に対しポリオ根絶を報告しました。この日本での
オペレーションは、後にWHOによりポリオ根絶
の世界戦略として採用されたのです。
　私たちは、過去に日本でポリオという感染症が

子供たちを「死と麻痺障害」で苦しめてきたとい
う悲劇の歴史を知っています。既に日本では根絶
されているため「ポリオは終わったのでは…」と
いう声が聞かれますが、感染症という病気は、こ
の世に常在国がある限り、移入感染の心配はなく
ならないのです。
　国際ロータリーは「子どもたちとの約束」を
果たすべく、主導パートナーである世界保健機
構（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター
（CDC）、ゲイツ財団と共に休みなく頑張ってい
ます。
　私たち日本人は、1945年の終戦後どうだった
かなと思いだしてみませんか。あのころを思い出
すと、世界中の国々から援助を受け、復興ができ
たはずです。そのことを思い出しながら、私たち
が「ご恩返し」をする番だと思います。

日本の役割世界へのご恩返しとして

ポリオ撲滅のために力を貸してください。

2014－2015年度　国際ロータリー第2730地区
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　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、この度は広島豪雨災害に対しまして、義援金をご送金いただき誠にありがとうございました。
貴地区の皆様のご厚情に対し、心から感謝し、御礼を申し上げます。
　ご送金いただきました義援金は、被災者の皆様への援護の一助として役立てていただくことといたし
ます。
　最後になりましたが、貴地区の皆様のますますのご発展とご健勝を祈念して御礼の言葉と致します。

敬具　

2014年８月広島豪雨災害義援金　受領について

国際ロータリー 第2710地区より

義援金額　金 1,803,284 円
   2014年10月８日　上記金額をお預かりいたしました。

 H26年9月　
宮崎日日新聞

掲載▶ H26年9月　
南日本新聞

◀掲載
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財団委員会委員長　喜島　健一郎

　最初に、地区内全てのクラブと会員の皆様には日頃
からロータリー財団への温かいご支援とご協力を賜っ
ております。この場をお借り致しまして心から厚く御
礼申し上げます。
　さて、RIの理事会とTRFの管理委員会は、毎年11月
をロータリー財団月間としこの月間中に各クラブは、
少なくとも1回の財団に関する例会プログラムを組む
よう求めています。
そこで今回は、RIとTRFが最も強く推進しているポリ
オ撲滅計画と戦略計画の内、戦略計画と財団の未来の
夢計画に於ける重点6分野のグローバル補助金の受領
資格の有無についてご報告致します。

1. 平和と紛争予防・紛争解決
　平和と紛争予防及び紛争解決の為の研修、教育、実
践を支援するものです。
　目的と目標
　1. 紛争予防と仲裁に関するリーダー（リーダーと成

り得る者）の研修
　2.紛争地域に於ける平和構築の為の支援活動
　3. 平和と紛争予防・紛争解決に関連した仕事で活躍

していくことを目指す専門職業人の為の奨学金の
支援　　　　　　　　　　　

　適格と認められる基準
　1. 非暴力、平和構築、人権支援の為の地域社会の活動

で、ロータリアンでない人々の参加を主に意図したも
の（会議、研修、キャンプ含む）

　2. 地域社会のニーズ（政策展開、紛争関係にある地
域間のビジネス、教育改革）を主題として取り上
げた紛争解決の為のワークショップの企画

　3.紛争の心理的影響に取り組む活動の支援
　4. 紛争を回避する為の予防策に関する青少年教育
　5. 暴力集団反対運動や、人種間の違いを乗り越える

為の活動支援
　6. 以前に紛争に直接関わっていた当事者間のコミュ

ニケーションと仲裁
　7. 平和と紛争予防・紛争解決に関連する奨学金や職

業研修チーム（VTT）
　不適格と見なされる基準
　1.ロータリアンの参加を主に意図した平和会議
　2. ロータリー平和センターの提携大学に於いて、

ロータリー平和フェローが履修するのと同じ又は
類似した専修課程への留学

2.  疾病予防と治療
 　疾病の原因と影響を減らす為の活動と研修を支援す
るものです。
　目的と目標
　1.地元の医療従事者の能力向上
　2. 伝染病の伝播の防止、非伝染病の発生とその合併

症を減らす為の疾病予防プログラムの推進
　3. 地域社会の医療インフラの改善と疾病蔓延防止の

為、地域社会の人々の教育と動員
　4. 疾病予防と治療に関連した職業を目指す専門職業

人の為の奨学金支援
　適格と認められる基準
　1.伝染病の予防と管理に関する活動
　2. 蚊や他の病原体を媒介する生物を通じて感染する

疾病に対する活動
　3.非伝染病の予防と管理に関する活動
　4. 疾病予防と治療に関連する奨学金や職業研修チー

ム（VTT）
　不適格と見なされる基準
　1.機器の購入のみのプロジェクト
　2. 教育的支援プログラムまたは医療体制の能力向上

に貢献しない医療提供

3.水と衛生
 　安全な飲み水と基本的な衛生設備を提供する為の活
動と研修を支援します
　目的と目標
　1. 地域社会に於ける安全な水の公平な提供、衛生設

備や衛生状況の改善
　2. 持続可能な水設備と衛生設備の設置、これらの維

持管理の為の能力向上
　3. 安全な水と衛生の重要性について地域の人々の認

識を高める為の活動
　4. 水と衛生に関連した職業を目指す専門職業人の為

の奨学金支援
　適格と認められる基準
　1.安全な飲み水の利用（水の供給や水質の改善など）
　2.衛生設備、衛生環境、衛生習慣の改善

ロータリー財団月間
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　3. 持続可能性を高める為の地域社会の開発や地域社
会による設備の管理

　4. 水源管理プラン、適切な水供給を必要とする食料
の安全プラン

　5.作物や家畜等、生産用の水の提供
　6. 水と衛生に関連する奨学金や職業研修チーム

（VTT）

4.母子の健康
　母子の健康を改善し、5歳未満の乳幼児の死亡率を
減らす活動と研修を支援します
　目的と目標
　1.5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減
　2.妊婦の死亡率と罹患率の削減
　3. 多くの母子に対する基本的な医療サービスの提

供、地域社会の医療・保健関係のリーダーと医療
提供者を対象とした母子の健康に関する研修

　4. 母子の健康に関連した職業を目指す専門職業人の
為の奨学金支援

　適格と認められる基準
　1. 妊婦のケア（健康管理や検診）及び出産・分娩

サービス
　2. 医療体制が不十分な地域への医療機器の提供及び

教育活動
　3.母子の健康に関する専門家の養成及び研修
　4. 両親と家族を対象にした妊婦と子供のケアに関す

る教育活動
　5. 母子の健康、避妊手段、家族計画、疾病予防、性

の健康に関する地域社会や女性団体の能力向上活
動や教育・研修活動

　6. 母子の健康に関連する奨学金や職業研修チーム
（VTT）

　不適格と見なされる基準
　1. プロジェクト実施地の能力や理解を大きく向上さ

せる活動を含んでいない医療任務団及び手術チー
ムの派遣 

5.基本的教育と識字率向上
　全ての子供達の為の教育を改善し、子供と成人の識
字率を高める活動と研修を支援します。
　目的と目標
　1. 基本的教育と識字能力を全ての人々に与える社会

の実現
　2.地域社会に於ける成人の識字率の向上

　3.教育に於ける男女格差を減らす為の活動
　4. 基本的教育と識字率向上に関連した職業を目指す

専門職業人の為の奨学金支援
　適格と認められる基準
　1.質の高い基本的な初等、中等教育の機会の提供
　2.成人の識字教育
　3.地域社会による教育システムの管理
　4. 学校用机の購入（但し基本的教育と識字率向上の為

の詳細かつ説明可能な計画書を提出する事）
　5. 基本的教育と識字率向上に関連する奨学金や職業

研修チーム（VTT）
　不適格と見なされる基準
　1.設備や備品の購入のみのプロジェクト
　2. 授業料や学用品のみを提供するプロジェクトで、

将来に地域社会が自力でこれらを提供していく手
段を提供しないもの

6.経済と地域社会の発展
　人々が生活と地域社会の経済に、持続的発展をもた
らしていけるように支援します。
　目的と目標
　1. 貧しい地域社会の経済発展を促す為、起業家、地

域社会のリーダー、地元団体、地域社会ネット
ワークの能力の向上

　2.生産性の高い仕事の機会の創出
　3.支援が行き届いていない地域社会での貧困の削減
　4. 経済と地域社会の発展に関連した職業を目指す専

門職業人の為の奨学金支援
　適格と認められる基準
　1.貧しい人々が利用できる金融サービス
　2.経済と地域社会の発展に関連する研修
　3. 貧しい人々の為の小事業・共同組合・社会事業の

開発、及び収入をもたらす活動
　4.自給自足農家や小農家の為の農業開発
　5. 地域社会による、または組織的な村全体の自立支

援、もしくは総合的な村開発活動
　6. 経済と地域社会の発展に関連する奨学金や職業研

修チーム（VTT）
　不適格と見なされる基準
　1.地域社会のインフラ構築プロジェクト
　2.地域社会の美化プロジェクト
　3.コミュニティセンターの建設や修復
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ロータリー公共イメージコーディネーター　髙野　孫左ヱ門

　2013年6月、ロータリーの新しいロゴが登場、
同時に、これまでロータリアンの情報源として活
用されてきたウェブサイトもリニューアルされま
した。
　新しいウェブサイトは『リーダーのネットワー
クへ（さまざまな国・文化・職業のリーダーとつ
ながろう）、アイディアを広げよう（交流のネッ
トワークに参加し、視野を広げよう）、行動しよ
う（豊かな町づくりをめざし、持続的な、発展を
支援しよう）』をキーワードに、戦略計画に基づ
いた「地区やクラブの活性化」推進のためのリー
ソースが整備されています。
　一般的には、ロータリーは世界で多くの「よい
こと」を行っているにもかかわらず、それがほと
んど知られていないという事実が国際ロータリー
の調査により明らかになりました。
ロータリーを分かりやすく、しかも魅力的にア
ピールしていこうというのが、この取り組みの目
的です。その対応として「ビジュアルアイデン
ティティ」と「ボイス」が提示されました。
「ロータリー活性化」の新しい「ビジュアルアイ
デンティティ」では、ロゴが新しくなっただけで
なく、色、フォント、写真のスタイル、アイコン
など、ロータリーとしての一貫性を保ちながらも
柔軟にデザインするためのガイドラインが定めら
れています。
　このガイドラインを参照し、クラブが作る資料
やホームページなど、ありとあらゆるコミュニ
ケーションにロータリーのブランドを反映させて
みてください。（ガイドラインは国際ロータリー
のウェブサイト内「ブランドリソースセンター」
（www.rotary.org/ja/brandcenter）からダウン
ロードできます。
　ガイドラインに加え、クラブが作成する資料に
ロータリーのブランドを取り入れるのには、ロー

タリーの新しい「ブランドリソースセンター」が
役立ちます。「ブランドリソースセンター」から
資料のテンプレートやロゴなどを簡単にダウン
ロードできます。
　既に、国際ロータリーのウェブにある「My 
Rotary」への登録は済まされていると思います。
同サイト内の「運営する」から「ブランドリソー
スセンター」にアクセスされると、様々な資料や
テンプレートを活用する環境を得られます。使え
る資源は存分に活用し、公共イメージ向上に取り
組んでいただくことを願います。
また、日本国内34地区、全ガバナーによるウェ
ブサイトが開設されており、それぞれ特徴のある
活動を掲載されておられますので、準備段階での
アイディアを膨らませるツールとして活用いただ
けるものと思います。ぜひともご覧いただきご参
考にしてください。
　更に、クラブのウェブサイトやフェイスブック
を新しくすることに挑戦してください。 
これはロゴを入れ替えるだけではありません。肝
心なのは、ロータリー内部と外部の人びとを結び
つけ、誰にとっても魅力的で、ロータリーとして
一貫したイメージを与えることです。
　「ロータリー活性化」で私たちがお願いしてい
るのは、ロータリーの良さや魅力をできるだけ多
くの方に理解してもらえるよう、それぞれのクラ
ブで取り組んでいただくことです。明確なメッ
セージ、そして、これまでよりも一貫性のある
「ビジュアルアイデンティティ」によって、外に
向けたロータリーのイメージをさらに強く打ち出
すことができると私たちは期待しています。これ
は、私たちロータリーが必要としていることなの
です。
　今後のロータリーの発展を願い、皆さまのご協
力をどうかお願いいたします。

コーディネーターニュース11月号 （2014年10月15日配信）

「My Rotary」を活用しよう
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国際ロータリー第2730地区　主な行事実施予定一覧
日　　程 行　　事 時　間 場　　所 摘　　要

２
０
１
４
年

11月8-9日 土・日 第43回地区ローターアクト年次
大会 メインホテル

11月22日 土 西都RC創立30周年記念
式典/祝賀会 15:00 ウエディングパレス敷島

11月25日 火 ロータリー財団
地域セミナー

ホテルグランパシフィックLE 
DAIBA ガバナー他

11月27－28日 木・金 第43回ロータリー研究会 ホテルグランパシフィックLE 
DAIBA

11月26-27日 火・水 GETS ホテルグランパシフィックLE 
DAIBA

ガバナー
エレクト

２
０
１
５
年

1月18日 日 第2回地区連絡協議会・
RA委員会 霧島市国分予定

2月1－15日 土・日 地区チーム研修セミナー ホテルメリージュ延岡

3月7－8日 土・日 会長エレクト研修セミナー キャトルセゾンマツイ

4月26日 日 第3回地区連絡協議会 霧島市国分予定

5月24日 日 地区研修・協議会 野口記念館他

5月30－31日 土・日 第44回地区RA幹部研修会 霧島市国分予定

10月16－18日 金・土・日 2015－16年度地区大会予定 延岡総合文化センター他

　10月5日、台風18号が心配される中、2730地
区で65番目の新クラブとなった、2730ジャパン
カレントロータリークラブの認証状伝達式およ
びチャーターナイトが岩永信昭RI第3ゾーン公共
イメージコーディネーター（2740地区PDG）ほ
か、地区内外から100名を超える多くの方に登録
をいただき、盛大に開催されました。
　認証状伝達式では、大迫三郎直前ガバナーから
長峯基特別代表に、その後、東会長に認証状が伝
達をされ、また、スポンサークラブである宮崎・
鹿児島西ロータリークラブからは、新たなデザイ

ンでのクラブ旗が贈呈をされました。
　チャーターナイトでは、藤田RAC地区代表を
中心とした地区役員から、神話の邦の記念舞台
や愛甲都城北RC会長による「ありがとうロータ
リー」のトランペット演奏も行われ、会を盛大に
盛り上がった式典となりました。
　これまでも、協力金をはじめ多くの方々に支え
られ創立することができました、これからそのこ
と一つひとつに感謝をし、クラブが発展していく
よう会員一同精進していきたいと思います。

ジャパンカレントロータリークラブ 認証状伝達式
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9月の寄付金傾向

公益社団法人ロータリー米山記念奨学会



文 庫 通 信

ロータリー文庫
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階　開館.午前10時~午後5時　休館.土・日・祝祭日

TEL.03-3433-6456　FAX.03-3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50 周年記念事業の一つとして 1970 年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約 2 万 4 千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。
閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承
ります。また、一部資料はホームページで PDF もご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の「資
料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。

【326号】

地区大会講演より
◎ 「人生は感動を求める旅 -より多くの友を持とう」　市川伊三夫　〔2014〕　9p
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D.2530地区大会記念誌）
◎「政局を語る」　飯島 勲　2014　11p　　　　　　　　　　　　　 （D.2520地区大会レポート）
◎「やっと見え始めた国家の再生」　中西輝政　2014　16p　　　　　（D.2670地区大会記録） 
◎ 「世界の出来事、日本の出来事 ~当事者意識で見方が変わる」　黒井文太郎　〔2014〕　11p　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D.2530地区大会記念誌）
◎「ミッション・パッション・ビジョン」　大迫三郎　2014　2p　　 （D.2730地区大会記録誌）
◎「未来に輝くサイエンス」　藤嶋 昭　2014　11p　　　　　　　　 （D.2590地区大会の記録）
◎「奉仕は我が人生」　渡邉美樹　2014　8p　　　　　　　　　　　 （D.2550地区大会記念誌）
◎「日本とミクロネシア連邦の関係」　ジョン フリッツ　2014　4p　（D.2780地区大会報告書）
◎「ロータリー、この素晴らしき世界」  関場慶博　2014　10p　　　（D.2550地区大会記念誌）　 
◎「ロータリーを実践しよう」　杉谷卓紀　2014　6p　　　　　　　 （D.2780地区大会報告書）

［上記申込先 : ロータリー文庫 ]

入退会者報告
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■朝長　和彦　　（宮崎RC）
■安樂　和幸　　（宮崎西RC）
■寺田　正直　　（宮崎北RC）
■奥野　浩一　　（宮崎北RC）
■甲斐　孝則　　（宮崎中央RC）
■橋口　義春　　（宮崎中央RC）
■武政　勝巳　　（佐土原RC）
■田平　恵子　　（えびのRC）
■小堀　正己　　（小林中央RC）
■東　淑恵　　　（都城西RC）
■淺田　峰浩　　（日南中央RC）
■桑木野　洋一　（串木野RC）
■日渡　和郎　　（大口RC）
■山王　義弘　　（指宿RC）

■甲斐　定勝　　（延岡RC）
■山下　健一　　（宮崎RC）
■黒木　恵次　　（宮崎西RC）
■中村　哲三　　（宮崎中央RC）
■富賀見　聡　　（都城中央RC）
■末廣　高史　　（都城中央RC）
■桑畑　勉　　　（串木野RC）
■前田　尉秀　　（国分RC）
■赤星　幸男　　（国分RC）
■川原　晴幸　　（国分中央RC）
■北山　幸男　　（きもつきRC）
■須田　正己　　（鹿児島西RC）
■徳田　毅　　　（鹿児島西南RC）
■中川　大作　　（鹿児島東RC）

■山下　浩一　　（姶良RC）
■田中　茂樹　　（姶良RC）
■松下　和夫　　（鹿屋RC）
■天野　仁志　　（志布志RC）
■和田　猛　　　（志布志RC）
■宮下　義昭　　（かのや東RC）
■藤尾　直人　　（かのや東RC）
■柿園　輝仁　　（きもつきRC）
■新村　順一郎　（きもつきRC）
■武石　由美子　（志布志みなとRC）
■海ヶ倉　浩文　（鹿児島西RC）
■吉田　美佐子　（鹿児島サザンウインドRC）

●退会者　おつかれさまでした。●入会者　おめでとうございます。
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Rotary My Life  ~ 我がロータリーの歴史 ~

【インターアクト】
　1979年5月に入会し、8
月に開催されたインターア
クト年次大会へ先輩に騙さ
れてついて行ったことが、
青少年と関りをもつことに
なったきっかけでした。
　その後、熊本、大分、宮

崎と、273地区が2730地区へ分割されるまで、生
徒と2泊3日の行動を共にしました。当時、4県で
は、鹿屋高校がリーダー的な存在であり、頭の下
がる思いでした。
　歳末助け合い募金活動では“人の心の温かさ”を
知り、和光学園との交流では“お産の大切さ”を学
び、学校では毎月例会を開き、校内の清掃活動を
していました。
　社会に出てから必ずインターアク
トで活動したことが自分のためにな
ると指導された顧問教官の庄村先生
のご理解に感謝！。

【ローターアクト】
　鹿屋東ローターアクトクラブと、鹿屋西ロー
ターアクトクラブが合併し、鹿屋ローターアクトク
ラブに名称変更し、1980年に新たな出発をしてお
ります。
鹿屋西ローターアクトクラブ出身の荒川鹿屋第1航
空群司令が着任された時は、喜びでもあり感動を
致しました。群司令との会話の中で、いかに先輩
ロータリアンが偉大であったかを痛感致しました。
◎ 青少年との出合いの始まりがありながら、卒業し

て後の交流が絶えたことが心残りではあります。
◎ 当時は、鹿屋RCの中で青少年奉仕活動に非常に
関心が高く、当時の鹿屋RC会員であった川原正
雄さん、大久保宰さん、山本勝巳さん、中原平
一郎さん（鹿屋西RC）等々よりこと細かくご指
導いただき、連日連夜ご助言をいただいたこと
に感謝いた
します。

肥　後　正　信  氏（74才）
昭和15年3月10日生　
合資会社ひご　代表社員

【ロータリー歴】
　1979年5月　　　 鹿屋RC　入会

　1987-1988年度　鹿屋RC　幹事

　1995-1996年度　鹿屋RC　会長

会員歴

35年

各クラブの皆様、このコーナーへの投稿お待ちしています。
※編集の都合上変更する場合もあります。

「青少年と共に」
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