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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1. 真実か　どうか

2. みんなに公平か

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
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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

　春到来まであと一息のところまできました。もう暫く
は冬の寒さを楽しみましょう。
　さて、地区におきましては野中ガバナーエレクトが1
月、サンディエゴでの国際協議会での研修を終え、新年
度への準備が本格的にスタートしました。大重ガバナー
ノミニーは、来年からの本格スタートのための活動が
始まります。各クラブにおかれましては、新クラブ会長が
決まり、PETS後の本格スタートのための助走の時期で
はないかと思います。この時期に一番大切なことは、今
年度、ゲイリーC.K.ホァンRI会長の「ライトアップロータ
リー」に対する目標に少しでも前進し、次年度への引き
継ぎをしっかりすることだと思います。その為には、各
今年度目標に対し、6月末までの目途をしっかりと捉え
て、次年度計画に役に立ててほしいということです。そ
して次年度がスムーズに安心してスタートできるように
協力しましょう。
　今月は世界理解月間であり、2月23日はロータリー
創立110周年を迎えます。先人ロータリアンの思い、
行動を勉強するよい機会だと思います。先輩の皆さん
から資料を紹介してもらいましょう。また、ポリオエンド
ゲームとロータリーデーを組み合わせるよいチャンス
です。時間はありませんが、ロータリーデーを未実施の
クラブは検討してください。
　最後に、昨年1月、サンディエゴで田中作次元RI会長
とお話をしたときの感想を記しておりましたので、ご覧
下さい。
　田中作次元RI会長は「財団寄付と会員増強に高い目
標を掲げて努力しなさい。日本のロータリアンはその
能力があるはずです。」と強調されています。高い目標

を掲げる為にはロータリーの職業奉仕、奉仕の理念の
適用による奉仕の心みがきによる奉仕実績への自信が
ロータリアンに高い目標を掲げさせるのです。例会、親
睦活動、奉仕活動、日常生活の中に自分の自覚を高め、
他のロータリアン、又、他の一般の人に敬意を払い、学
ぶ姿勢を持ちましょう。自分の周りのロータリアンにも
立派な方々がたくさんおられます。まずそのことを認識
し、実感し、自分には素晴らしい仲間がいることを誇り
に思い、自分の人生、ロータリアン人生を実りあるもの
とし、仲間を増やしていきましょう。
　ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付の向上に
ついても同じことです。自分の職業奉仕に自信を持ち、
奉仕の心みがきと奉仕実績に対する自信・誇りをロー
タリアンが実感すれば自然に高い目標を掲げ達成する
ことが可能になります。
　皆さん、実際の職業奉仕においては、自分の努力以
上に社会の変化により、苦労されているロータリアンも
おられることだと思いますが、今一度、勇気を出して、奉
仕の理念を当てはめ、自分の職業を少しでも良くして、
業績の向上の為に努力して下さい。そして自信を持って
ください。又、奉仕実績も自分一人でわかっていても一
般の人々はわかってくれません。自分達の奉仕実績を
社会の人々に知らせること、わかってもらえるということ
は、ロータリアンの奉仕実績に対し、ロータリアンへの
敬意と感謝を呼び起し、ロータリアンの自信にも繋がり
ます。それにより財団、米山への寄付の高い目標を掲げ
ることを可能とし、達成も可能となるのです。
　皆さん自信を持って前進していきましょう。

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



第1ゾーンRC代行　酒　井　正　人（ARC）

　地区とクラブにロータリーの戦略計画の推進

と実施を支援するために、ロータリー・コーディ

ネーター（RC）、ロータリー公共イメージ・コー

ディネーター（RPIC）、ロータリー財団地域コー

ディネーター（RRFC）が、地区ガバナーをサ

ポートしています。なかでも、ロータリー・コー

ディネーターは「クラブのサポートと強化」を担

当します。

　ゲイリーC.K.ホァン会長から、ロータリーの会

員数は2014年11月30日現在1,217,576人と2013

年７月1日時点と比較して29,037人増加したと

報告を受けています。第1ゾーンも期首に比べて

858人、第2ゾーンは683人、第3ゾーンは889人

とそれぞれ増加して総会員数は89,199人になりま

した。

　ひとつの方法ではありますが、データから第

1、第2、第3ゾーンの2014年10月の退会者数を

入会者数で割ってみると、それぞれ順に67/181

で37%、76/164で46.3%、91/223で40.8%にな

り、3ゾーン合計でみると234/568で41.2%にな

ります。当たり前のことではありますが、分母の

入会者数を大きくして分子の退会者数を小さくす

れば数値は小さくなりますから実質会員増加率が

良いことになります。是非、皆様の地区やクラブ

で算出して、他地区、他クラブと比較し参考にし

て下さい。

　さて、この分子の部分を考察してみます。つま

り、退会者について考えます。(1)健康上等のやむ

を得ない問題（病気、死亡）(2)職場等の事業上

の問題（転勤、退職）(3)その他があります。「転

勤」の場合にはSAKUJI作戦を積極的に活用する方

法があります。「退職」はクラブ会費の見直しを

してはどうでしょうか？。

　会費の中身はクラブ運営のための絶対経費（事

務費、RIと地区分担金等）と食費に分けられま

す。退職者の多くは高齢者が多いので、クラブ在

籍年数も多く出席規定の免除を受けられる会員で

あると思われます。ですから出席した時のみ食費

の負担をすれば、経済的負担を軽減できます。問

題は「その他」に分類される方々です。すべて理

由を把握するのは困難です。しかし、その中には

クラブ内の人間関係やロータリークラブに魅力を

感じず、退会をしてしまう方々が多いことも事実

でしょう。このような場合、クラブ内の人事や、

やり甲斐を感ずる奉仕活動が効果を発揮すること

があります。必要とされていることを実感しても

らうプログラムが必要なのです。皆様のクラブは

如何でしょうか？　会員にやり甲斐を感じるプロ

グラムや人事をしているでしょうか？。

　不満を持って退会した会員は「負の広報マン」

になる場合が多いのです。クラブに不満がある場

合には意外と不況や年齢や健康を表向きの理由と

して、退会していることが多いような気がしてな

りません。退会者を少なくするためにもクラブの

戦略計画を立てましょう。退会者数/入会者数の

分母である入会者を増やしても、退会者が多けれ

ば穴の開いた器に水を注ぐようなものです。何処

に穴があるかを探ることからはじめてください。

「負の広報マン」を作り出さないためにも。

コーディネーターニュース2月号 （2015年 1月 7日配信）

負の広報マンを作らないために
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ロータリーデー

日南中央RC
　平成26年10月19日、日南学園インターアクトクラブと協力し
合いEND POLIO NOWを実施しました。
　日南市街作り会長の「サンサンカーニバル」の会員さんのご
理解もあり、インターアクトクラブと綿密な計画のもと実行しま
した。ところが、当日は稀にない大型台風が接近。計画中止もで
きないまま続行することとなりました。
　悪天候の中、集客も上手くいかない上、カーニバル参加予
定の団体も欠席が相次ぎ、結果的に盛り上がりが今ひとつでし
た。その様な中でも、参加のインターアクトの生徒達や、ロータ
リーOBの協力を得られたことは、感謝するとともに、心強く感
じられました。
　また、平成26年12月17日、2度目のEND POLIO NOWの一環
として、歳末助け合いを実施しました。デパートの一角を借り、
インターアクトの生徒達と共に募金活動をしたが、募金活動にしては、次期が少々早くこれも目標には
届きませんでした。年末の人通りの多い時期にできるとまた結果も違っていたのではという反省は残り
ましたが、ポリオ撲滅に運動の趣旨は浸透したのではないかと思います。3度目の来る平成27年5月14
日ライラ時の3クラブ合同でのEND POLIO NOWを計画中でありますが是非とも成功させたいです。

加世田RC
　12月に入ったとたん、昨日から急に寒くなってきました。
そんな中、さつま青年会議所の皆様に、集まっていただき
本当にありがとうございました。お互いに風邪などひかぬ
様、この年末を乗り切ってゆきましょう。顔馴染みの方々
ばかりだと思いますが、私は加世田 RCの安田です。職業分
類は、文房具販売です。加世田に帰省し、36年になります。
これまでもいろいろとお世話になっておりますが、これからも宜しくお願いします。
　毎年、年頭の挨拶が載っている青年会議所会報を読ませてもらっております。若くて行動力のある
皆様方が、地域活性化の為に先頭に立って、地域のニーズに密着したプログラムを数多く立案し、実
施している事に感心させられております。そこで、永年、青年会議所の皆様と交流出来ないものかと
思っておりました。一方で今年度のガバナーロータリーの PR 宣伝の為に、地元の方々や団体と交流
親睦をする、ロータリーデーなる日を実施しなさいと云う事も今年度の目標の一つに掲げられました。
そこで、ロータリーデーなるものを 12月一杯までに是非実施しなければと模索しているところ、今回、
青年会議所卒会者である井料様に白羽の矢が当たり、今日の運びになった次第です。
　私はこのことは、加世田ロータリークラブの創立 41年目にしての快挙だと思っております。これも
卒会者である井料様が居たからこそできた事だと感謝しております。永年の思いがやっと今日実現で
きました。本当にありがとうございます。
　今日のこの機会をスタートにして、肩ひじの張らない気楽でざっくばらんな懇親会が年に一度ぐら
いは出来たら良いなと思っております。そして、私たちお互いが活力ある地域の為の原動力になれば
と祈念しております。



第８回目 志布志みなとロータリークラブ旗少年サッカー大会

　平成26年11月23日の勤労感謝の日に、第8回目となる志布志みなとロータリークラブ旗少年サッ
カー大会を開催しました。
　この大会は、次世代を担う子ども達の健全な成長、発達を願い、参加チーム同士の交流を通じて技
能向上に励んでもらう事を目的として企画されてきています。当日は天候が心配されましたが、日中
は半袖で過ごせるくらいの絶好のサッカー日和となりました。昨年度から参加チーム数を12チーム
から36チームへと大幅に増やし、鹿児島地区から6チーム、姶良伊佐地域から6チーム、宮崎県から7
チーム、地元志布志を含む大隅地域から17チーム、今年も県内外から総勢500人にのぼるU10（10歳
以下）の子ども達が参加しました。会場は志布志市しおかぜ公園サッカーグランドで、6面のコートを
使用して、一試合20分の1チーム4試合制でゲームを行いました。大会開催に至るまで、当クラブで青
少年奉仕委員長を務める黒木克大実行委員長が、早いうちから関係者との打合せを行い、委員会での

役割分担など綿密な計画のもと準備を進めてきま
した。
　大会前日は、志布志市サッカー協会からコート
整備の協力をもらいながら、みなとクラブ会員も
ゴールの設置やテント準備、看板設置など自分た
ちで出来る事を分担しながら準備しました。
　大会当日は、会員も朝早く集まり準備に追われ
ていましたが、各チームの保護者や子ども達も朝
早くから到着して、チームメイトが輪となり練習
を始めていました。開会式を終え8時50分から試

合を開始し、ゲームが進められましたが、各チームの子ども達は日頃の練習の成果を見せるために、
たくさんの保護者や観衆の見守るなか熱戦を繰り広げました。その中で、本大会開催日をロータリー
デーとし、本部横にポリオ撲滅の募金ブースを設置し、End Polio Nowのポスターを掲げ、保護者らにポ
リオ撲滅の募金を呼び掛けるとともに、ポリオについて書かれたパンフレットを配りながらロータリー
活動をアピールしました。もちろん大会挨拶でも、会長よりロータリーの活動をアピールさせていただ
きました。地域内、そして地域外の皆さんにロー
タリーの事を知ってもらえる良い機会になったと
思います。
　そして、最後の決勝戦では、選手一人ひとりを
紹介するW杯並みの演出で選手達のモチベーショ
ンも最高潮に達しました。ゲームをする子ども
達、見守る保護者、観覧する親子で決勝戦は大変
盛り上がりました。
　大会中、大きな事故やケガもなく参加してくれ
たチームも満足して頂けたと思います。私たち会
員も、各コートの外で控えたり、集計や、トイレ
の見回り、後片付けなど休む暇もなく動き回り大会運営に貢献できたと思います。この大会を通じて
クラブの団結を益々強固に出来たことを、これからのさらなる活動の励みにしていきたいです。
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ポリオ撲滅 街頭募金　2730ジャパンカレントロータリーEクラブ

　2730ジャパンカレントロータリーEクラブ
は2014年11月9日（日）、鹿児島市の天文館
で、ポリオ撲滅のための街頭募金活動を行い
ました。これは、ロータリー110周年を記念
して、ポリオ撲滅・ロータリーデーを組み合
わせたイベントであり、創立から4か月余り
の当クラブとして初めての企画となる奉仕プ
ロジェクトでした。
　ロータリーは1976年から、ポリオ、いわゆ
る小児麻痺の撲滅活動に取り組んできました。その結果、これまでに99%の撲滅に成功し、残りは1%
となり、今も感染が続いているのは世界でアフガニスタン、ナイジェリア 、パキスタンの3か国となり
ました。しかし、撲滅までにワクチンの調達費などまだ相当な資金が必要とされており、一般の市民
の方にも、こうしたポリオの実情を知っていただきたいということも街頭募金の目的の一つでした。
　この日、東岳也会長以下、クラブメンバー9名が参加、アーケード街にポリオ撲滅を呼びかける
「END POLIO NOW」のパネルを掲げ、募金箱を持ち、道行く方々に募金の協力をお願いしました。は
じめは恥ずかしさもありましたが、興味をもち説明を聞いて下さる高齢者の方や、小さな財布から募
金してくれる子ども達をはじめ、皆様の温かい思いやりに励まされ、次第に気持ちが入り、呼びかけ
る声もだんだん大きくなっていきました。
　募金をしていただいた方には記念のバッジやパンフレット、自分たちで作成した資料などを配布い
たしましたが、この募金活動を通じ市民の方々にポリオ撲滅活動への理解を深めていただけたのでは
ないかと思っています。

　この企画を計画するにあたり、報道関係への周知、パ
ネル掲示に関する準備、道路許可申請に伴う段取り、パ
ンフレットの準備等々色々とありましたが、当日のあら
ゆることを想定した会員の絶妙なる連携プレーに助けら
れ無事行うことができました。これが異業種の集まりで
あるロータリークラブの本質であると改めて感じ、気持
ちの通い合う仲間と共に活動できることに喜びを感じま
した。
　4時間余りの活動でしたが、ご賛同いただき、地域の
皆様の気持ちが込められた大切な募金総額は24,512円
になりました。近い将来、ポリオ撲滅宣言がなされた時

には、広く地域の方にもお伝えし、その一助となった喜びを共に分かち合いたいと思います。当日の
様子は、地元のテレビ、新聞、ラジオでも報道していただき、ポリオ撲滅に取り組むロータリーの活
動を県民に広くアピールでき、街頭募金活動の大きな成果のひとつとなりました。
　また、宮崎でも同じような街頭募金活動をしたいとの声も上がっており、その日を今から楽しみ
に、委員会を中心に準備を進めて参りたいと思います。
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ローターアクト活動報告

開  催  日　平成26年11月8日（土）・9日（日）
会　　場　メインホテルナカムラ

参  加  者　第2730地区　各RAC・各RC・交換留学生
ホ  ス  ト　都城RAC、　コホスト　小林RAC・宮崎RAC

14-15年度　第43回地区年次大会の様子

第43回 地区年次大会
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七 地 区 会
開  催  日　平成26年１2月14日（日）　担当地区　第2650地区【京都・奈良・福井・滋賀】
会　　場　大阪府立労働センター「エル・おおさか」

参  加  者 第 2580 地区（東京北部・沖縄） 第 2650 地区（京都・奈良・福井・滋賀）
第 2850 地区（大阪府北部） 第 2670 地区（香川・徳島・愛媛・高知）
第 2680 地区（兵庫） 第 2690 地区（鳥取・岡山・島根）
第 2700 地区（福岡） 第 2710 地区（広島・山口）
第 2720 地区（熊本・大分） 第 2730 地区（鹿児島・宮崎）
第 2740 地区（佐賀・長崎）

ローターアクト活動報告

開  催  日　平成26年8月30日（土）・8月31日（日）　　担当地区　第2690地区【岡山・鳥取・島根】
会　　場　倉敷アイビースクエア・倉敷市芸文館202会議室

七地区交流会



2014-15年度会長賞
2014-15年度会長賞は、会員増強、人道的奉仕の増加、ロータリーファミリーを通じた地域社会との
関係づくりをめざし、数々の功績を達成したクラブを称えるものです。ローターアクトクラブ用とイ
ンターアクトクラブ用の会長賞も設けられています。

意義ある業績賞
卓越した社会奉仕プロジェクトを実施したロータリークラブに贈られるもので、プロジェクトは以下
の基準を満たしている必要があります。尚、推薦枠は、１地区につき１クラブのみです。
・地域社会の重要な問題やニーズへの取り組む
・資金援助のみでなく、クラブ全員の大半または全員が、直接活動に参加する
・クラブの規模と利用可能なリソースに釣り合ったものである
・ほかのロータリークラブの模範となりうるものである
・本賞が授与されるロータリー年度に実施、または完了されたプロジェクトである
・一つのロータリークラブによって実施されたプロジェクトである

国際ロータリー賞・表彰 対象 ガバナー事務所
国際ロータリー賞・表彰 対象 締切日 RI 締切日

RI 意義ある業績賞 ロータリークラブ 2015 年 2月 20日 3月 15日

2014-15 年度会長賞 ロータリークラブ 2015 年 3月 31日 4月 15日

8

各賞・表彰の推薦締切日

訃　報
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

頴娃RC
川　内　　芬
享年83歳
11月29日 ご逝去
ロータリー歴 17年

宮之城RC
益　嵜　滋　雄
享年83歳
12月22日 ご逝去
ロータリー歴 16年

鹿児島西RC
居　迫　大　作
享年54歳
1月9日 ご逝去
ロータリー歴 3年

上記以外にも、素晴しい活躍をされたロータリアンを表彰いたします。　賞・表彰の資格要件、推薦方法、締切日は、
それぞれに異なります。　国際ロータリーのホームページにてご確認下さい。



9

日　　程 行　　事 時　間 場　　所 摘　　要

２
０
１
５
年

2 月 1日 日 なでしこ 2730全体会 12：30
鹿児島商工会議所
アイムホール

ロータリーデー 
「東日本大震災復
興支援を通じた
絆の実現」

2月 7日 土 鹿児島県東部分区 I.M 9：30 鹿屋体育大学　水野講堂

2月 14-15 日 土・日 地区チーム研修セミナー 13：00 ホテルメリージュ延岡

2月 22日 日
"クラブ研修リーダー・クラブ幹事
地区研修セミナー"

10：30 メインホテル

2月 22日 日 RA分区合同研修会 各分区

2月 28日 土 鹿児島市内分区 I.M 13：00 鹿児島市民文化センター

3月 1日 日 第２期RLI- パートⅠ 10：00 天文館サンプラザ（鹿児島市）

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

3月 14日 土
宮崎県インターシティー
ミーティング

13：30
シーガイア・コンベンション
センター

15日：親睦ゴル
フコンペ

3月 16日 月 宮崎南RC創立 40周年記念式典 17：00 宮崎観光ホテル

4月 4日 土 かのや東RC創立 30周年記念式典

4月 4日 土 第２回地区RA委員会 都城地区事務所

4月 17-18 日 金・土 韓国第 3720地区　地区大会

4月 17-19 日
金・土・
日

韓国第 3661地区日韓ＲＡ
親善交歓会

第3661地区　ソウル～釜山

4月 21-22 日 火・水 韓国第 3661地区　地区大会

4月 26日 日 第 3回地区RA連絡協議会 霧島市国分予定

5月 16日 土
日向東RC40周年記念式典・
祝賀会

5月 16日 土 宮崎県南部・西部分区ライラ 10：00 日南第一ホテル

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

5月 30-31 日 土・日 鹿児島県北部・西部分区ライラ 13：30 紫尾神の湯キャンプ場他

6月 6日 土
串木野 RC50 周年記念式典・祝賀
会

6月 6-9 日 土 - 火 国際ロータリー世界大会
サンパウロ　アニェンビ
展示場他

6月 13日 土 地区RA委員会
姶良市
（加治木町さえずりの森）

6月 14日 日 指宿RC50周年記念式典・祝賀会 指宿いわさきホテル

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

国際ロータリー第2730地区　主な行事実施予定一覧
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12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。

【329号】

職業奉仕について
◎「アーサー・フレデリック・シェルドンの生涯とその学説の特質について－純粋理論の立場から」　

　　小堀憲助 2009　54p　（純粋ロータリー理論からみたロータリーの経営哲学）

◎「職業奉仕を考える」　田中作次　2014　3p　（D.2770月信）

◎「職業奉仕は日本が元祖　土屋元作」　 塚原房樹　2014　1p　（D.2510月信）

◎「『職業奉仕』知る (to know) と成る (to be)」　塚原房樹　2014　1p　（D.2510月信）

◎「職業奉仕月間によせて」　池田德博　2014　1p　　（D.2800月信）

◎「てんびんの詩」　久野 薫　2014　1p 　　（D.2680月信）

◎「ロータリーの目的」　久野 薫　2014　1p 　　（D.2680月信）

◎「職業奉仕とは」　深川純一　尾道・尾道東RC　2014　20p　【申込先：ロータリー文庫】

◎「超入門　職業奉仕の入口」　村井總一郎　2014　36p　［申込先：早川和男　FAX(052)783-3818】
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■佐藤　猛（延岡中央ＲＣ）

■米田國弘（延岡中央ＲＣ）

■矢野寿男（日向東RC）

■中村羊介（宮崎RC）

■石川名帆子（宮崎北RC）

■指原総一郎（宮崎西RC）

■杉田賢逸（西都RC）

■古川俊博（都城RC）

■杉　安雄（都城RC）

■日高英則（都城中央RC）

■鈴木　亨（串間RC）

■畑中　勇（川内RC）

■益嵜滋雄（宮之城RC）

■久保克己（宮之城RC）

●退　会　者
●おつかれさまでした。

■安永　格（宮崎西ＲＣ）

■日髙雅子（宮崎西ＲＣ）

■矢野智哉（宮崎南RC）

■若松勇吉（えびのRC）

■岡村正幸（Japan Current　E- クラブ）

■塩屋彰英（都城RC）

■高橋賢一（出水RC）

■池田和彦（出水RC）

■東森良雄（国分中央RC）

■髙木夏紀（志布志RC）

■三角悦久（鹿児島RC）

■川本篤勇（鹿児島西RC）

●入　会　者　
●おめでとうございます。 ■大場司（頴娃RC）

■水口拓己（国分中央RC）

■川畑隆光（国分中央RC）

■内村健一（加治木RC）

■高山将士（鹿屋西RC）

■藤井純惠（鹿児島RC）

■竹下　浩（鹿児島RC）

■鮎川和久（鹿児島南RC）

■福田哲也（鹿児島南RC）

■濵田悦郎（鹿児島西RC）

■有村仁志（鹿児島西RC）

■興津立夫（鹿児島東南RC）

■安田雅朗（鹿児島東南RC）

■鈴木勝志（鹿児島城西RC）

■藤　芳徳（奄美瀬戸内RC）



12



Rotary My Life  ~ 我がロータリーの歴史 ~

　ロータリークラブを最
初に勧めて頂いたのは、
檀家として供養をして頂
いる和尚さんで 、推薦し
て頂いたのは、仏壇店若
松屋の店主でした。和尚
さんは、20 年程前に若松
さんは今年 1月 14 日 68
歳で永眠されました。和
尚さんからは盆、彼岸等

の供養の後の茶飲み話でおもに親睦の話をお聞し、
若松さんからは、おもに思いやりについてお聞きし
ました。
　入会申請の後、インフォメーションが始まってす
ぐ 8月に 31 歳になる次女の誕生の報せがあり、高
齢出産の家内が心配で私の為に集まって下さった会
長をはじめ会員の皆様を残して退席しました。私の
インフォメーションは 10 分程で、沢山頂いた本等
も特に読む事もなく出席率も数年は最悪会員として
表彰され、資格試験の取得 PTA 会長等他の団体役
員 4 年間宮崎産経大学に通学するなど気ままな会員
でした。
　30年のロータリー歴の中で徐々に委員長、幹事、
会長等を担当するようになりその都度、研修を受け
情報を得てなんとか役割を演じています。 会員減少
のなかで現在は二度目の幹事に続き 2度目の会長を
体験させて頂いています。 
　ロータリーで得たもの心に残っているものは、現
会員も含め仕事を離れて交流のあるまたあった友と
のゴルフ、釣り、登山プラス吞み方が一番です。
　活動の中ではロータリー誕生百年の際に会長を担
当し、全委員会に協力して頂き、漁具造り、川遊び 

魚釣り、山登り、昆虫とり、山菜とり、囲碁、将棋 
陶芸、外国の遊び等の講座を魚業組合、囲碁・将棋
教室、国際交流員、陶芸家、当時市内 4校の高校生
の協力で小学校の教室、講堂をお借りして夏休み中
に 2週間ほど開催し、延べ 700 数十名の小学生が
市内外から参加があり、講師、ボランティアの経費
の負担のない協力を頂き楽しい充実した夏休みでし
た。インターアクトの韓国での国際交流会、奄美大
島でのライラ、その後のゴルフもいい思い出として
あります。
　3月には、71 歳になり残り少ない人生です 2年
台風に襲われた町おこしのイベントと、新に 1つ祭
りを担当します。ロータリーでは、インターアクト
地区委員のお話しがありました。楽しく演じたいと
思います。
　年を越しても会長の決まらなかった当年度とは違
い次年度の会長・幹事は早くから決まり、次々年度
の会長・幹事も決まり、その後 2年ほどの会長・幹
事のめども立っているようです。クラブ会員の努力
もありますが提唱している インターアクトクラブ 
プロバスクラブ共に会員が増強されています。負け
てはならない思いです。
　クラブで担当するライラの開催は、若手の会員が
中心となって具体案が見える様になりました。坂下
ガバナー補佐にもご苦労を頂いています。南部地区
の役員の皆様 会員の皆様のご協力をお願いします。
　1人増員出来ました。残り 6か月、親睦、思いや
りを大切に実践するクラブをめざします。

坂　本　哲　夫  氏（70才）
昭和19年3月1日生　
有限会社 坂本商事　社長

【ロータリー歴】

1984年9月　日南中央RC入会
1998年～1999年　幹事
2004年～2005年　会長
2011年～2012年　幹事
2014年～2015年　会長
米山功労賞・ポール・ハリス・フェロー

会員歴

31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。
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私たちは笑顔と真心で、

最良の医療サービスを

お届けします。

医療法人青仁会  池田病院

Ｎ

鹿屋環状線

池田病院

鹿屋バイパス

高隈

垂水

市役所

笠之原

北田町 寿二丁目

札元269
交差点

大谷洞温泉

明信寺
下祓川
簡易郵便局

鹿屋合同庁舎

鹿屋小学校

鹿屋運動公園

鹿屋寿自動車学校

〠　 ８９３ｰ0024

鹿児島県鹿屋市下祓川町 1830 番地　　http://www.ikeda-hp.com

◇内科◇整形外科◇腎臓内科◇神経内科◇循環器内科◇血液内科

◇消化器内科◇肝臓内科◇呼吸器内科◇糖尿病内科◇透析内科

◇放射線科◇リハビリテーション科◇乳腺外科◇リウマチ科◇歯科

TEL　　[ 0 9 9 4 ] 4 3 ー 3 4 3 4TEL　　[ 0 9 9 4 ] 4 3 ー 3 4 3 4
FAX　　[ 0 9 9 4 ] 4 0 ー 1 1 1 7FAX　　[ 0 9 9 4 ] 4 0 ー 1 1 1 7
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