※女性会員の写真をお待ちしております
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※今月の「ガバナー公式訪問の感動その③」はお休みします。
来月号に掲載予定です。

訂正とお詫び
第2730地区ガバナー月信10月号の表紙に於きまして、奄美中央
ＲＣの萩原様のお名前を、誤って荻原様と表記致しました。萩原
様やご関係者の方々へ大変御迷惑をお掛けしました。謹んでお詫
び申し上げます。
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クラブ訪問感動の思い出

大成功のフォーラム
国際ロータリー第2730地区

─職業奉仕に感激─

2013〜2014年度

大

迫

ガバナー
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郎

会長、幹事さん、会員の皆さん感謝で一杯です。
愈々公式訪問もラストスパート。不思議と疲れがない。訪れるクラブの皆様からの暖
かい歓迎がエネルギーになっているに違いない。７月３日から始まった訪問も８月９月と
３ヶ月目。９月24日は宮崎クラブ。地区最大の100名。池ノ上会長、兵頭幹事から大所帯
での融和についてなど懇談。野球、ゴルフ、更にインターアクト50名の活躍も素晴らしい。
池ノ上会長がＣＬＰの目的はクラブの活性化であり、その具体的アクションの成果は会
員の増強で示される。又社会への認知。ロータリーブランド。ロータリー財団との関わり
と奉仕プロジェクト等について論拠を確認され、清々しい気持ちになられた事は印象的で
した。フォーラムでは鳥山さんが女性会員の立場からロータリーの産休制度の課題も指摘
され共感しました。規定審議会への提案が期待されます。
９月25日宮崎北クラブも会員今期６人増で目標の75名にあと２名。必達され更に伸ば
される気配でした。西本会長、小川幹事の情熱も高く、フォーラムもそれぞれの方々が人
材のヒューマンな視点を基軸とした職業奉仕について共通の認識での発表は素晴らしいも
のでした。各会員さんの事業の活達と発展に継がっていると感じました。
９月26日は宮崎中央クラブで秦パストガバナーや鳥山、江島、池田、長岡さんなど地区
役員にも笑顔で迎えて戴き心が和みました。松山会長、井上真由美幹事さんも謙虚でロー
タリアンの暖かさを感じほのぼのと致しました。
９月27日は宮崎西クラブで増田会長は情熱的対応で保井幹事と共に懇談会では特に入
会１年から３年の会員の方々への融和とロータリーの理解について力を入れたい。その為
には親睦での会員交流の大事さ。勿論職業奉仕の実践。組織の合理化などパッション溢れ
るものでした。クラブフォーラムも高い視点からの職業奉仕と、それ等に同時に関連進行
する社会奉仕についてなど思索に富んだもので、真摯な取組に感謝です。
９月30日宮崎南クラブは愈々最後。地区大会の準備に大わらわの中での公式訪問は、ガ
バナークラブとして真剣なものでした。小園会長、安川幹事の意欲的な会運営と会員増強
への強い意志を感じました。クラブフォーラムではそれぞれが職業の活達化は勿論、社会
奉仕とのつながり等にもふれ意義あるものでした。尾崎ガバナー補佐帯同９クラブ感謝。
64クラブすべての方々に暖かく迎えて戴き、素晴らしい活動に触れガバナー冥利に尽
きます。全ガバナー補佐の皆様に感謝し、会員の皆様から大きな修練を戴きました。有難
うございました。
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第2730地区

感動の地区大会
感動。ミッション・パッション・ビジョンをテーマに掲げた大会は三日間を通じて会員の
力強い参加で熱い感動を起し、多くの場面で感涙も呼んで、深い友情の絆。ロータリアン
の自信と誇り、謙虚さに溢れる素晴らしいものでした。

2013年10月11日〜13日、シーガイアコンベンションセンターにて当地区の地区大会が開
催され、三木 明ＲＩ会長代理をお迎えして、盛大に開催する事ができました。

▲今大会では初めての試みとして、ガバナー公式訪問の際のフォーラム発表で素晴らし発表をされた
方々の中から６名選抜し、ご登壇頂き感動的に行われました。次ページよりその全内容を掲載いたし
ますので是非御参照頂き、
「職業奉仕」活動への参考としてくださいますようお願い致します。
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これこそロータリアン
第2730地区

代表者６名

地区大会

発表順

フォーラム代表者発表紹介

志布志ＲＣ
職種：養鶏業

にし おか まさ ひろ

西岡雅博

職業奉仕の取り組み
本日は私の職業奉仕の取り組み「食品リサ
イクル・ループ」についてご説明させていた
だきます。
私の業種は養鶏業、採卵鶏を飼っておりま
す。
EU、ヨーロッパの多くの国では、ケージ
飼いは動物愛護法、動物虐待禁止法などの理
由で、1980年代後半頃から禁止されており
ます。日本ではケージ飼いが主流でエサも配
合飼料、いわゆる濃厚飼料を使うのが普通で
す。
私がやっておりますのは「平飼いの自然卵
養鶏」というやり方です。市販の配合飼料は
使いません。自家配合の発酵飼料、主にオカ
ラと米ぬかボカシを食べさせています。それ
だけでは足りませんので、野菜・果物・魚の
アラなどを、市内数店舗のスーパーマーケッ
トからもらってきて与えております。この取
り組みは最初、スーパーの１店舗（志布志店）
と契約して2011年に始めました。そのお店
を選んだ理由は、この店の野菜売り場に「○
○さんの育てた無・減農薬の野菜です」とい
う表示があったり、トレーサビリティーもバ
ーコードリーダーで読み取れるようになって
いたからです。
その後、このスーパーの本社が「食品リサ
イクル・ループ」という活動を始めました。
各店舗（鹿児島県内16店舗）で発生した農
産残渣（野菜くずなど）を特定肥料製造業者

に依頼して堆肥化します。その堆肥を畑に入
れて生産、収穫した農産物を店舗で販売する。
廃棄物を出さない一つのループ（輪）として
完結したシステムです。
その後、この「食品リサイクル・ループ」
は堆肥化から飼料化への転換を目指しまし
た。この時点で、志布志店ではすでに実践し
ているという情報が本社に伝わり、私との契
約も志布志店から本社との契約に変わりまし
た。現在の契約は、志布志店・鹿屋店・国分店・
姶良店及び肝付にあるベジタブルセンター
（野菜加工センター）から毎日出る野菜、果物、
魚のアラ（志布志店のみ）などの農産残渣を
全量、有価物として私が購入する内容です。
購入価格は０円です。量は月平均10トンで
す。最近パン粉が月7〜800kg加わりました。
この契約書を持って、志布志市役所に説明
に行ったところ「有価物なら市への持込、持
ち出しは自由」とのことでした。志布志市は
ゴミ問題に熱心ですので、生ゴミはすべて堆
肥化しています。しかし、自治体によっては
大変なコストをかけて埋設あるいは焼却処分
しているところもあります。もし、「産業廃
棄物」扱いにしますと「その資格も必要」で
すし「専用の車」も必要です。第一、家畜の
エサには使えなくなってしまいます。ちなみ
に、国分市、霧島市は農産残渣を飼料にする
ことは「認められない」ということでした。
鹿屋市は検討中です。
ここにおられる皆様の誰もが私のところに
集まる農産残渣をごらんになったら「もった
いない」と思われることでしょう。先日は、
化粧箱入りのマスクメロンがありました。一
玉2500円のシールが貼ってあり、それが４
箱です。また、フィリピン産のバナナは年中
あります。甘くなったしるしにスイートスポ
ットという茶色の点々が表面に出ますが、そ
うなったバナナは店頭から消えて私のところ
に届きます。時には房のまま届くこともあり
ます。今年の夏は異常気温が続きました。そ
のせいでしょうか、一房20本くらいついた
バナナが10房届いたことがありました。ま
たあるときは、りんごが100個200個、じっ
くり眺めても傷ひとつないおいしそうなりん
ごです。あるときはカリフォルニア産のブロ
ッコリーが軽トラックに２杯分、例を挙げれ
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ばきりがありません。ちょっと想像してみて
ください。鹿児島の一部の町の一部のお店か
ら出る農産残渣だけで月10トンです。このよ
うなことが日本中のスーパー、コンビニ、デ
パ地下などで毎日繰り返されているのです。
世界の人口70億、毎日蛾死者が出ていま
す。日本で何とか良いアイディアが出ないで
しょうか。ロータリアンの皆様に期待してい
ます。
ご清聴ありがとうございました。

加治木ＲＣ
職種：弁護士

まえ

だ

たか ひこ

前田貴彦

職業奉仕と相談会について
１ 加治木ロータリークラブでは、ロータリ
ークラブの職業奉仕の理念を現実にするべ
く、平成24年３月に試験的に会員メンバ
ーによる「相談会」を開催し、私がその実
行委員会の委員長を務めさせていただきま
した。
ロータリークラブは、様々な職業を有す
る者の集まりであることから、様々な悩み
を有する地域の皆様の声に応えることがで
きるのではないか、それが職業奉仕を通じ
た社会貢献になるのではないか、というこ
とが「相談会」の試みを始めたきっかけで
す。
２ 実際に始めて見ると様々な問題点があり
ました。
初めての試みのため事前の広報活動を、
どのメディア媒体にどのような手続で行え
ばよいのか、判らないということがありま
した。最終的には、市役所の広報紙、地元
新聞、地元ケーブルテレビでのＰＲなどを
行いました。最初から広報活動を決めてお
けば動き出しも早くに行えたのですが、記
事にしてもらう時期が遅れてしまい十分な
広報が行えませんでした。
また、相談会当日も、事前予約制にして
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いたのですが、当日新聞等を見て飛び込み
で来られる方が多数おりました。飛び込み
の相談者が多数来ることは予定していなか
ったことから、その対応や順番整理等に多
少混乱しました。
３ 他方で、相談会をやってみて成功した部
分もありました。
まず第１に、相談者の人数が事前の予想
を超えて合計18名に上りました。事前の
広報が出遅れたにもかかわらずこれだけの
人数が集められたのは、地域社会で色々な
悩みを抱えていながら誰にも相談できずに
困っている人が多くいることをあらわして
おり、その助けになったと思います。
第２に、相談内容が複数の分野にまたが
っていたことにあります。相談会という
と弁護士や税理士等現在でも様々な職業の
方々が行っております。しかし、それらの
相談会は特定の分野だけの狭い相談に過ぎ
ません。
今回、加治木ロータリークラブの相談会
には、医師、弁護士、税理士、社会保険労
務士等の士業から介護事業、葬祭業、金融
業等極めて広い職種の方が集まり、相談を
受けました。これは、ロータリークラブが
様々な職業を有する集まりであるという特
色を生かした、他の相談会では真似できな
いものであったと思います。
相談会には、パワハラに悩んでいる方、
貸したお金が返ってこず困っている方等
様々な相談がありました。
その中でも特に印象に残っているのは、
女性の悩みの相談において、女子中学生も
複数参加して、いじめのこと、友達関係の
ことを相談して喜んで帰っていった方がた
でした。
４ 様々な問題点があった相談会ですが、ア
ンケートでも多くの方に喜んでいただき
有意義な会になったと思っております。ぜ
ひとも今後とも職業を通じた社会貢献とし
て、加治木ロータリークラブの「相談会」
を継続していきたいと思います。
以上

出水ＲＣ
職種：神職・
市議会議員

たのうえ

ま

ゆ

み

田上 真由美

私の職業奉仕
みなさん、こんにちは。出水ロータリーク
ラブより参りました、田上真由美です。私は
現在、鹿児島県出水市上知識町に鎮座いたし
ます、箱崎八幡神社の権禰宜、そして出水市
議会議員として日常を送っております。私が
この出水ロータリークラブにご縁を頂いたの
は約11年前。神社の神職という立場で出水
ロータリークラブに入会させていただきまし
た。社会の構図が、女性の社会進出が進んだ
とはいえ、当時も概ね男性社会であることに
はかわりはありませんでした。私は男性も女
性も人として平等。しかし、性差があるのは
当然で、お互いを尊重し、それぞれが得意と
する分野で活躍するべきだと、自由に自論を
述べさせていただいておりますが、やはり、
男性会員ばかりのクラブの中に入っていくと
いうことには、正直、大きな戸惑いと不安を
感じました。しかし、ロータリアンの皆様が
とても紳士的で、私の女性としての視点も大
切にしてくださり、私自身、この出水クラブ
で育てて頂いたと、本当に感謝しております。
ここで多くを学び、そして女性の声を行政に
届けたいと考えるようになり、ついに７年半
前になりますが大きな転機があり、ここから
神職と市議会議員という、二足のわらじを履
くことになりました。
あらためて、「二足の草鞋を履く」という
語源を調べてみました。
「二足の草鞋を履く」とは、博打打ちが十手
を預かり、同じ博徒を取り締まる捕吏(ほり)
を兼ねていたことから生まれたことわざで、
「両立し得ないような二つの職業を一人です
ること。また、相反するような仕事を同じ
人が兼ねること」だそうです。「市議会議員」
を職業というには語弊がございますが、「神
職と議員」
、私にとってこれらは相反する仕

事ではなく、どちらも、「職業奉仕」という
観点では、まったく同じ心構えを持って望む
べきものであると考えております。
ここで、私にとって人生の指針となる歌が
ありますので、紹介させて下さい。まずは、
明治天皇御製（めいじてんのうぎょせい）で
す。「目に見えぬ神にむかひてはぢざるは
人の心のまことなりけり」これは「普通では
目に見ることの出来ない神様に向かって、少
しも恥ずかしくないという、清らかな正しい
心境というものは誠の心で、それはわたした
ちにとっても、最も貴いものであります。
「誠
」
実であればいつでもどこでも、誰に向かって
も恥ずかしくない。実社会にあって常に判断
を誤らず、正しく進んでいくためには、誠の
心が一番大切です。」という意味のものです。
つぎに昭憲皇太御歌（しょうけんこうたい
ごうみうた）です。「人はただ すなほなら
なむ呉竹の 世にたちこえむ ふしはなくと
も」これは「人は何よりも第一に、素直であ
ってほしいものです。あの竹の節のように、
世の中に目立って優れた才能が有る無しには
拘わりません。」「どのように才能が優れてい
ても、心がひねくれていては、すべての事が
ゆがんで見え、不平や不満が絶えず、苦しみ
悩むことになります。何よりも先ず、心が素
直であることが、明るい人生への出発点であ
ります。」という意味のものです。
私は高校卒業後、２年間、國學院大學別科
神道専修学科で学びながら、明治神宮で実習
生としてご奉仕させていただきました。その
時、この歌との出会いがあり、この歌は今で
も私の宝物であり、職業奉仕という点におい
ても、時々我を振り返り「誰に対しても恥ず
かしくない自分なのか、心を素直に保ててい
る自分なのか、今の私は大丈夫なのか?」と、
自分自身を問いただす基準になっておりま
す。
私の職業は日本人が心のよりどころとして
きた神社神道をおまもりし、薄れつつある伝
統文化の伝承をしていくものだと思います。
目に見えない神様という存在に親祖先を重
ね、感謝の心を持って日々大神様や御祖先と
つながる生活をこころがけながら、ご参拝い
ただく方々に、喜んでいただけるよう努めて
います。
そうした、基本的な精神的理念を持ちなが
ら神明奉仕に努めるのは当然ですが、箱崎八
幡神社ではその他、いろいろな取り組みをし
ております。
その中でも多くのメディアにも取り上げ
られているのが、大鈴です。「箱崎八幡神社」
には「成せば成る。大願成就の八幡大鈴」と
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して神門の中に、多くの方のお力添えで平成
10年11月、
「直径3.4m、高さ４m、重さ５ｔ」
の大鈴を、納めることができました。
浅草の雷門にヒントを得、門の中に「提灯」
に代わるものとして「大鈴」をおさめました。
「鈴」というのは昔から邪を祓う意味があっ
たことから、
「鈴の音」でお清めをし、大願
成就をご祈念いただくもので、15年たった今
でも、多くのメディアに取り上げられること
もあり、出水市に観光に来られる方々がお立
ち寄りくださり、参拝者の皆様にも大変、喜
んでいただいております。
そして、平成15年には宝物殿の外観を大
鈴にし、その中にお入りいただくと神楽面な
どとともに、日本一小さな直径２ミリの鈴も
おさめてあります。
「出水はいいところね」「出水に来てよかっ
た」
「また出水に来たい」と言っていただけ
るよう、観光バスの方からの希望があれば
都合のつく限り、神社の案内と説明をしてお
ります。このことは、鶴の飛来地や出水麓武
家屋敷を有する、観光地としての出水市にも
貢献できているのではないかと考えておりま
す。そして、そのような取り組みとは別に、
神社として本来の祭祀、多岐にわたる諸祈
願の奉仕があります。その中で、私が特に安
産・初宮参りで心がけてお話させていただく
のは「妊娠・出産はその家にとって、命のリ
レーができるという大変尊く素晴らしいこと
です。命はつながっていくものです。」とい
うことです。
今、体内記憶のあるお子さんの研究が進ん
でいて、３歳位のお子さんの約30％が体内記
憶を持っているといわれております。少しお
話が出来る頃に「パパとママを選んで生まれ
てきたよ。
」といわれる話を聞き、先ず私が
思ったのは、
「私も選んでもらえたんだ。」と
いう、なんとも言いようのない感謝と喜びで
した。私のこの思いも込めて、「命を授かる
ということは、すなわち、選んでいただけた
こと。まずこのことに感謝して、そして自信
と誇りを持ちながら、人を人として育ててい
けることに喜びを持ってお過ごしください。」
とお話をさせて頂いております。
家族間の繋がりが希薄になりつつある現代
社会において、命の尊さや有難さを伝えてい
く良い機会と捉え、私が職業を通して社会に
奉仕できる場でありたいと思っております。
そして、そのことを伝える場として、箱崎八
幡神社では毎月第３火曜日に助産師の先生を
お呼びして「命と絆」と銘打って子育て教室
を開催しています。この活動を始めてからも
うすぐ４年を迎えます。行政だけに頼るので
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はなく、民間で出来ることは率先してさせて
いただこうと始めたことで、安産祈願や初宮
参りに来られた方に案内しています。せっか
く授かった命なのですから、「子育て・親育
ちを楽しんで欲しい」、「お母さんってこんな
に幸せなんだよ」ってメッセージをこめて、
少しお母さんたちのお手伝いが出来れば良い
なぁと思っています。様々な不安や悩みを持
ちながら、子育てを楽しむという余裕を持て
ずに過ごしているお母さんたちの声を、直に
聞くことがあります。お母さんが幸せでなけ
れば、子どもは幸せじゃないと言われます。
今、どういう形の子育ての支援が必要なのか
見極めながら、少しでもお母さんたちの支え
になりたいと、その声を行政に届けることも
あります。
私が神職として参拝者の皆様に貢献できる
ことは何か、そして、議員として地域社会に
貢献できることは何か、いつも自問自答を繰
り返しています。その中で、私の進むべき道
は、神社というひとつの拠点を中心にあるこ
とをしっかり認識し、誠の心を持ち、すなお
であることをいつもこころがけ、今の自分に
出来ることを喜んでさせて頂く、そして人と
の出会いが多くある中で、このご縁を大切に
しながら、これからも努めていきたいと思い
ます。
「神職と議員」。やはり、私が履いている
「二
足のわらじ」とは、相反するものではなく、
連動するものだと実感しております。
このような素晴らしい舞台にて、スピーチ
の機会を頂きましたこと、心から感謝いたし
ます。
ありがとうございました。

日南中央ＲＣ

た

職種：郵便事業

なか てつ ろう

田中徹郎

職業奉仕と私
私はいままで「職業奉仕」という言葉を、

漠然と確かな意味も調べず使っていました。
そこで、職業奉仕の意味とは何だろうとい
うことで、調べたところ職業奉仕という言葉
はなく、ロータリーの造語だということを初
めて知りました。（ロータリー問答）
よく考えれば、「職業」と「奉仕」という言
葉は相反する概念を示す言葉であります。
「職業」は自分自身・家族が日々の生活を
送る上で必要不可欠なものであり、家計の収
支で言うとプラス収入となります。
「奉仕」は、
ボランティアであったり寄付であったりい
ろいろな奉仕活動というものはマイナスつま
り支出ということになります。
われわれロータリアンが「己の欲するとこ
ろを人に施すべし」の境地に至る時には、そ
の両者は同じ理念で統一できる。これが、ロ
ータリーのいう「職業奉仕」であると書いて
ありました。
そこには相手の立場に立って自分の利益だ
けを考えないで相手の涙の上に自分の繁栄を
築かないよう業を行いなさいと教える。更に
職業奉仕を実践する人が最も繁栄するだろう
と利益を追求することを否定しないともあり
ました。
理念なき利益・利益なき理念は罪悪という
言葉があるように高い志を持った者が利益を
出しそこで地域貢献という形で地域社会に還
元してさらに自分の業の場である地域が活性
化するというサイクルを求めなければならな
いということを強く感じました。
そこで私自身が職業を通じてどういう奉仕
を実践し地域社会のお役に立てるのかという
ことを考えてみました。
私の職業は郵便局長という職業です。郵政
民営化まで国家公務員という極めて公共性の
強い職業に従事しています。電気・電話・ガ
ス・水道とともに現在でも地域になくてはな
らない必要不可欠なインフラのひとつです。
当然日本全国、24800のネットワークを持
った郵便局は過疎地に行けば行くほど、地域
住民のライフラインとしてなくてはならない
存在です。
しかしながなら、以前の郵便局は公務員と
いうこともありその存在自体が地域に貢献し
ているといったような、間違った考えを持っ
たところが心の中のどこかにあったのではな
いかと自問自答したのも事実であります。
郵便局長だからこそ地域住民の皆様に職業
を通じて奉仕できないかと強く思うようにな
りました。
まずは、お客様に接する社員にいい影響を
与えてポジティブな気持ちが持てるよう育成
し一人でも多くのお客様に満足していただこ

うと思いました。社員にポジティブな気持ち
が持てるようになるためには、まずは自分自
身がいつも前向きにどんな状況でも諦めず頑
張る姿を見せようと思いました。
そこで自分の座右の銘として「率先垂範」
という言葉をかかげました。率先垂範の言葉
の意味は、人の先頭に立って物事を行い、模
範を示すことです。
文字通りプレーイングマネージャーとして
何でも先頭をきって取組み、どんな困難がき
ても諦めない意思表示を示す、そのことが社
員に浸透することによりお客様の接遇・マナ
ーの向上プラスアルファーのサービスにつな
がるのではないかと考えました。
社員が物怖じせずに何でも前向きに考え周
知を集めることでよりよいサービスを提供し
そこで経験したものを糧にして人間的にも成
長していく、そうゆう人間を一人でも多く自
分たちの住んでいる地域で増やすことが小さ
いこととは思いますが自分ができる職業奉仕
の一つではないかと、若輩者でありますがそ
う信じて毎日頑張っています。
一日一日の奉仕は少ないものですが、これ
を毎日心がけ積み重ねることにより大きな信
用・信頼が生まれてくるのではないかと考え
ます。
ロータリー関係のある情報誌に「個々のロ
ータリアンの奉仕は一粒の砂に過ぎないがそ
れが集まれば山になる。奉仕の理想は職業奉
仕である。それは相手を思いやる心で業を営
むこと。と定義するが、その心を人格に反映
させなければ真のロータリアンではない。な
ぜならロータリアンが家庭で、職場、地域社
会で仁を披露して周囲の人々を感化する必要
があるからである。職場の人の心を明るくす
るのが職業奉仕で地域の人々の心を明るくす
るのが社会奉仕である。とありました。
自分も少しでもそれに近づけるよう日々の業に
精進しなければならないと強く思いました。
まだまだロータリーに入会して2年目で職
業奉仕という概念もよく理解していない私で
すが、先輩ロータリアンの姿を見ながら、時
には教えをこい、時には盗みながら自分自身
を切磋琢磨しながらロータリー活動に従事
し、職場に地域にお役に立てる人間になりた
いと日々頑張りたいと思います。
つたない話で本当に申し訳ありませんがこ
れで発表を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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日向東ＲＣ
職種：酒類販売

え

がわ まさ よし

江川昌義

我社の経営とロータリー職業奉仕
私は祖父の代から三代続けてのロータリア
ンとなります。祖父がロータリーに入会した
のが昭和35年ですので、我社とロータリー
との関係は53年になります。その長い関わ
り合いの観点から職業奉仕について考えたい
と思います。
私の会社は酒類と食品の問屋業をしており
ます。社歴は長く創業は明治８年。この日向
市細島の地にて現在と同じ酒・食料品の問屋
として初代江川長三郎が起業しました。
爾来今年で138年。私が５代目で６年前の
平成19年に社長業を父より譲り受けました。
酒類業界は昭和の時代までは免許制度に守
られておりました。競争もあまりなく、卸・
小売共々非常に恵まれた業界でした。
しかしながら平成の時代になり様相は全く
変わって参りました。規制緩和の流れの中で
酒類販売免許も徐々に緩和され、平成15年
には実質、免許が完全自由化されました。
それにより全国チェーンのスーパーやコン
ビニ、ドラッグストア等の大手資本が次々に
酒類販売に参入し、従来の所謂街のお酒屋さ
んは大幅な売上減や廃業、倒産に追い込まれ
てしまいました。
そして地域に根ざす街のお酒屋さんの衰退
と同時に、我社のような地域の酒問屋も衰退
して行きました。
ここ数年の酒問屋の会社数を数字で見てみ
ますと平成12年が1145社、その十年後の平
成22年には598社。たったの10年で半減する
という、淘汰の嵐が吹き荒れる非常に厳しい
業界となっております。
先ほど私は６年前に父より社長業を受け継
ぎましたと申し上げましたが、それまで20
年以上父の背中を見て仕事をしてきました。
社長としての父を見たとき、その一番尊敬
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すべき点は、公私のけじめの徹底ぶりでした。
昼であっても夜であっても、平日であっても
休日であっても金銭的に公私混同することは
一銭たりともありませんでした。そこに経営
者としての高い倫理観・道徳観を感じました。
また、自社の社員を決して分け隔てするこ
とは一切ありませんでした。全ての社員と全
く平等に接し、社員同士で意見の衝突があっ
たときは、冷静に状況を把握しとても公平に
判断しておりました。
また、社員に対しては常日頃から「お客様
のお役に立つことを考えるように」、「お客様
のお役に立ってはじめて我が社の存在意義が
ある」と繰り返し言っておりました。
そして、50代頃からは「こうやって商売が
出来るのも世間様のお陰。自分に出来ること
は少しでも、世の中に恩返しがしたい」が口
癖となり、宮崎県卸売酒販組合理事長や、日
向商工会議所副会頭、日向市教育委員長など
数多くの公職も勤めて参りました。
今回、大迫ガバナーの「ロータリアンの
矜持 職業奉仕とロータリーの魅力」を改め
て拝読いたしまして、父の経営者像と多くの
共通点を見つけてびっくりしております。父
は経営者としてのあるベき姿をロータリーの
職業奉仕の中に見出していたのではなかろう
か。そのように感じた次第です。
父は日向ロータリーに入会し、昭和50年
に特別代表としてこの日向東クラブを設立致
しました。そして、祖父は昭和35年、日向に
出来た初めてのロータリークラブである日向
ロータリークラブの初代会長を務めました。
祖父がロータリーの職業奉仕の考え方を学
んで経営者としてのあるべき姿、経営者像を
造り上げ、父はそれを踏襲したのではないか。
そして、職業奉仕の精神を経営の支柱にしたか
らこそ、140年近くも会社が継続し得たので
はないか。そのように感じているところです。
私は２年前父が逝去した後、父と同じ日向
東ロータリーに入会いたしました。まだ入会
３年目でありロータリーについて全くの勉強
不足です。今後ロータリーの神髄である職業
奉仕を心して学び、尊敬する経営者である祖
父や父に少しでも近づいて参りたいと考えて
おります。

鹿屋西ＲＣ
職種：そ菜栽培

はぜ やま とき

み

櫨山時美

農業を通じた私の人生
皆様、こんにちは。
鹿屋西ロータリークラブの櫨山です。
私の仕事は農業です。決して美しい綺麗な
仕事ではありませんが、誇りを持って頑張っ
ています。目標は南九州一の人参と牛蒡（ゴ
ボウ）の生産農家になる事です。これには一
言では言えない位のドラマが有ります。
ある関西の大手加工業者さんが「うちに人
参、ゴボウ、出荷してくれるんやったら、何
ぼでも協力しますで〜」…「資金の方も何ぼ
でも出しますで〜」と言って下さいました。
そう言われた瞬間、神様が私の前におりて来
た様で、私の人生これからだと思いました。
その事を息子に伝えたのです。
息子が「お母さん、もし資金出してもらっ
て会社を作ったら、自分達の理想とする農業
は出来ないよ！ 大変だと思うよ！ 良〜く
考えて」と言われてしまいました。
私はその時現実に戻り、今だけではなく10
年先、20年先の事まで考えさせられました。
そうです。息子の言った通り農業だったら何
も無くても出来る。頑張れるかもと思い、息
子に「お母さんと二人で業者から援助を貰わ
ないで農業する？」と聞くと、「お母さんが
出来ると思うんだったら協力するよ！」「頑
張るよ！」では「軌道に乗るまで給料も払
えないかもしれないよ！」「それでもいいの」
と言ったら、その時少し悲しそうな顔でした
が「いいよ！」と言ってくれました。私一人
では何も出来なかったと思います。息子が居
たから色々な事を考えさせられ、自分を見つ
めなおす事が出来たのです。背負うた子に瀬
を教えられました。
それからというもの次から次へと信頼でき
る業者さんとの出会いがありました。
関東の大手の業者さんです。関西の業者さ

んが販売に追いつかずストップが来た時、お
願いします の一声で、どれだけでも農作物
を引き取ってくれるんです。この２ヶ所の業
者さんとは真の信頼関係で結ばれています。
中国のギョウザ事件、農薬の残留、中国に会
社を持つ関東の業者さんが、中国からの出荷
が停止になり、人参、ゴボウが足りなくなった
のです。その時、私は市場の出荷を60％にお
さえ、九州の隅々、人参を作っている産地、長
崎、熊本、島原、鹿児島の頴娃町、宮崎の小林、
この近辺では根占、有明、一件一件農家さん
を廻り人参を分けて頂きました。そして困っ
ている、中国に頼っていた関東の加工業者さ
んに納める事が出来たのです。その時、価格
はいくらでも良いですと言われましたが、私
はいつもと変わらぬ価格で納めたのです。
それからというもの一生懸命やってくれる
農家と認められ、生産はもちろん販売の方も
余裕を持って頑張る事が出来ました。
しかし今後どのような状況になるか分かり
ません。決して油断はしてはいけないと思っ
ております。
これからの食卓に人参、ゴボウ、大根、一
本切って料理する事が少なくなっているの
は、毎年の統計からわかっています。この先
どの様に変わって行くかは分かりませんが、
路地野菜、根菜類は土が無いと作れません。
人間が生きていくうえで永久不滅です。
私は30年余り野菜に携わる仕事をして来
ました。私が30年前…、当初、新鮮な野菜
が八百屋さんに並んでいました。次第に大量
に量を扱うスーパーなどが増えて来て、農業
も大量に生産するように工夫され大型化され
て来ました。時代に乗る為一生懸命頑張って
来ました。20年位前から日本の農作物が高
いので日本の企業が中国に会社をおこし農園
を作り、中国の人々に農業を教え、賃金の安
い中国の人々を使って生産コストを下げてい
たのです。今では中国の人達は、日本の機械
を真似て作り技術を身に付けています。後に
中国は人口が増え中国の日本への輸出も減少
し、人口増加などの変化により価格も日本と
変わらなくなって来ました。
日本の生産と消費のバランスが確立すると
思う頃、また輸入に頼る事になりつつ有りま
す。東北の震災です。日本の耕作面積が減った
のです。ニュージーランド、台湾、格安で入っ
て来ます。私は美味しく安全な野菜であれば
良いと思います。しかし東北の農業が復興し
た時に、また農業の低迷が予想されます。
東北
の農業が復興するまで、日本の残された農業
が頑張るしかないと今は強く思っております。
息子には「明るい農業をしなさい。」今の
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若い青年達が夢を持って農業をしたいと思え
る様な「カッコイイ農業をしなさい。」とい
つも言っております。
農業は楽しいです。何故！ 作った物がき
れいで美味しくて、集量が取れて買ってくれ
る人に喜んでもらえる。次に収入が付いて来
ます。逆に美味しくない。集量が少ない最悪
です。収入もついてきません。息子に私が日
頃から強く言っている事は、早めの管理作業、
何でも時期とタイミング。
一般の農家さんは毎日コツコツ、こまめに
綺麗にされています。しかし出来る労力が決
まっています。私達は時期とタイミングが今
だとすれば、除草作業でも収穫作業でも人数
をかけて２、３町位の作業も１週間位で終わ
らせてしまいます。最近では近所の農家さん
達が里芋のマルチを貼って下さい。芋のマル
チを貼って下さいとお願いに来ます。
私は「ハイ、ハイ、いいですよ！」自分の
ところも忙しいのですが、すぐに軽く返事を
してしまいます。それは奉仕の気持ちと、長
く会社を続けて行く上、お互い様の精神で頑
張っているのだと思います。私が人助けをし
ていれば必ず次の世代の人達が皆んなに助け
られると思っています。
私がこの仕事を始めた４年前、畑の作付面
積は６町歩から始めました。２年目に15町
歩、３年目に30町歩、４年目、現在では50
町歩です。皆様は50町歩と言っても見当が
つかないと思いますが、単に東京ドームのグ
ランドの約38.5倍の広さです。その畑を一年
間で1.5作、又は２作しております。
延べで言えば100町歩の畑を管理しており
ます。畑によって色々な畑が有ります。
家畜の糞の捨て場だった畑、石が出て来る
畑、何を作っても良い物が出来ない畑、畑も
色々です。作ってみないと、どの様な作物に

合っている畑か何も分からないのです。私は、
「この畑はダメだから借りません！ 返しま
す。」と言った事は一回もありません。ダメ
な畑は良い畑にかえて行く。それが私の仕事
だと思っております。
病院の先生方は病気で病んでいる人を治し
ます。私は病まない様な食を考え、作り、農
業を支えて行きたいと思っております。現在
では50年前と比べ、人参やゴボウ、ホウレ
ンソウ、各野菜の栄養価が約半分位に落ちて
いると言う現状です。何故と言うのも、あま
りにも化学に頼り過ぎているからです。私達
もそれに気付いています。何故なら見た目中
心の生活、食生活になったからです。何とか
しなければと今、減農薬、有機農法に取り組
んでいます。現在では人参も11月〜６月ま
で栽培方法を変えて品種を変え、また７月か
ら10月までは牛蒡と、年間を通して仕事を
安定させ社員の福利厚生面での充実を図る為
に、昨年の11月に株式会社化も果たしたば
かりです。
最近、ときみさんの人参は甘くて美味しい
のですが、どこを切っても赤い人参をお願い
します。得意先さんが無理なお願いを言って
来ます。他と違う付加価値を付けて販売した
いからだと思います。どこを切っても赤い人
参は時期が違うと余り大きくならないし、時
期を間違うと腐れやすいのです。しかし、こ
れこそが今後の私の課題となるようです。
私は農業以外は未熟者です。私、自分磨き
の為にとロータリークラブに入会させていた
だきました。皆様とご一緒させていただいて
学ぶ事が多いです。これからも末永く宜しく
お願いいたします。私は自分の出来る限り、
農業という職業を通じて真実に公平に好意と
友情を深め、みんなのために奉仕します。
本日はありがとうございました。
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福島キッズの報告②
福島キッズ大成功!!

多くの関係者の御協力により、「福島キッズ」は無事終了致しま
した。当日は報道各社の取材もあり、広くロータリー活動を告知
することも出来ました。今月は日向RC会長 日 秀和様からの
ご報告をお知らせします。

去る８月18日から４泊５日の第２回福島キッズin宮崎・鹿児島の一団が来県しました。
旅程の行動詳細につきましては、地区の山田青少年委員長のご報告の通りでございます。
既に地区大会等でもご報告がありましたとおり、日向地区での受け入れにあたっては、本
当にたくさんの皆様方にお力添えを頂きました。
プログラムに直接関わった団体・個人の皆様だけでなく、官公庁、一般の企業や団体、
商店街、県・市社会福祉協議会やボランティア協会の皆様、坪谷小ＰＴＡの方々と枚挙に
暇がございません。
予定になかった赤絨毯を敷き詰めた立派な舞台がご用意されていました歓迎式会場、ス
タンドアップパドルサーフィンでは公園内に女子用に更衣室を仮設、また記念撮影に立ち
寄った当クラブ50周年石碑前はきれいに除草作業がされておりました。
バーベキューには栄養士さん、怪我の治療には看護師さんがご指導くださり、連日の宿
泊施設の夜警はお巡りさんがして下さいました。
このような皆様あってこその福島キッズの成功でした。衷心より御礼申し上げます。

心のこもったかき氷を楽しむ福島キッズ
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ロータリー財団
地区年次寄付・恒久基金小委員会
委員長

（鹿児島東 RC）

中川

大作

ロータリー財団の寄付と認証について
皆様が毎年寄付して下さる年次基金寄付と恒久基金収益による資金は、3年後に国際財団活動資金
（WF）と地区財団活動資金（DDF）として還元されることになります。つまり、皆様の「寄付」を
資金として、皆様の「プログラム参加」によって地元地域及び国際社会に貢献しているわけです。
昨年度、私たちの第2730地区におきましては、財団寄付０クラブをなくすことができました。こ
れは皆様の財団への関心の高さとクラブ内での寄付金に対する啓蒙活動の努力の結果であると考えま
す。本当にありがとうございました。
さて、以下にロータリー財団の「寄付」と「認証」の種類についてご紹介いたします。
１．寄付の種類……寄付は大きく分けて３種類です。
○ 年次基金寄付
年次基金寄付は、寄付の基盤であり、ロータリー財団の補助金とプログラムの主な資金源です。
寄付金の 50％が国際財団活動資金（WF）として財団の管理の下に、あと 50％が地区財団活動
資金（DDF）として地区の裁量の下に、3 年後に全額使われていきます。
○ 恒久基金寄付
恒久基金は、最低限度のプログラム活動を継続し、将来の新プログラムまたはプログラムの拡
張を可能にするためのものです。寄付金は、使用せず基金として積み立てておきますが、寄付金
は投資され、投資収益のうち一部が財団活動の支援に使用されます。恒久基金の寄付方法には、
現金・遺贈・慈善年金といった形があります。
○ 使途指定寄付
これはあらかじめ使い道を決めて寄付するものです。ポリオプラス、ポリオ・プラス・パート
ナー、ロータリー平和センター、グローバル補助金の提唱者側の寄付などです。
２．認証の種類……財団の使命とプログラムへの寄付に対して、寄付者に
わかりやすい形で、その寄付に感謝をします。感謝のしるしが認証です。
○ 財団の友
毎年少なくとも米貨 100 ﾄﾞﾙを寄付するロータリアン
○ ポール・ハリス・ソサエティ
毎年米貨 1,000 ﾄﾞﾙ以上を寄付した個人
○ ポール・ハリス・フェロー
米貨で累計 1,000 ﾄﾞﾙ以上を寄付した個人
○ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ポール・ハリス・フェローになった後、さらに 1,000 ﾄﾞﾙを寄付した個人。
累計 2,000 ﾄﾞﾙ以上から累計 9,000 ﾄﾞﾙ以上まで 1,000 ﾄﾞﾙ毎に 8 段階。
○ ベネファクター
米貨 1,000 ﾄﾞﾙ以上の現金寄付で、資産計画に財団を受益者として記す。
○ 大口寄付者（メジャードナー）
累計 10,000 ﾄﾞﾙ以上の寄付をした個人で、レベル１からレベル７まで。
○ アーチ・クランフ・ソサエティ
累計 250,000 ﾄﾞﾙ以上の寄付をした個人。
以上の他にも、
「100%財団の友クラブ」や「100%ポール・ハリス・フェロークラブ」などクラブ
に対する認証もあります。
年次基金寄付の無いクラブは、財団寄付０クラブとして発表されますので、最低でも１人当たり
100ﾄﾞﾙを目指していただきたいと思います。2013〜2014年度の第2730地区の目標は１人当たり150ド
ル以上です。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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鹿児島東南ローターアクトクラブ夏合宿レポート
１．期間
25年９月14日（土）〜９月15日（日）
２．開催場所 井料農園
３．内容
９月14日 バーベキュー
９月15日 農作業体験
４．参加者
（RC）井料会員 渡海谷会員 （RAC）10名 （一般）２名
５．報告
二日間を通して12名の参加があり、バーベキューでの食材は、野菜や
お米などを井料さんから、
お肉を川崎さんからと２人の東南ロータリークラブ会員に提供して頂き開
催することが出来ました。
一日目は、井料さん宅をお借りしてバーベキューをしました。
他クラブメンバーや会員の友人なども招き、お酒を酌み交わしながら親
睦を深めました。
その中で井料さんご夫婦から農園についてや、
その他色んなお話があり、
メンバー皆とても興味深そうに聞き入っていました。
二日目は朝食準備班と寝床片付け班に別れ一日をスタート。それぞれ分
担された作業をこなし、美味しい朝食でお腹を満たした後、農園に移動し
ピーマンハウスで草むしり体験をさせて頂きました。作業終了後は手土産
にピーマンの苗を頂きました。
今回の合宿で、
ご夫婦の沢山のおもてなしに参加者みんなとても感謝し、
沢山の事を学ばせて頂いた二日間でした。

トピックス
▼

平成25年10月14日
（月）
南日本新聞

平成25年10月16日（水）
▼宮崎日日新聞
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当日の写真

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

９ 月 の 寄 付 金 傾 向
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入 退 会 報 告
９月30日現在分

今月のロータリーソング

●入会者

●退会者

ご入会、おめでとうございます。

おつかれさまでした。
■北園 幸紀 （出水ＲＣ）
■山下
修 （指宿ＲＣ）
■合原 文徳 （国分ＲＣ）
■中原 平一郎 （鹿屋西ＲＣ）
■小山 文男 （鹿屋西ＲＣ）
■下竹原 弘志 （鹿児島南ＲＣ）
■鈴木 克彦 （奄美中央ＲＣ）
■野中 淳子 （延岡中央ＲＣ）
■海江田 典子 （宮崎北ＲＣ）
■杉尾 修一 （宮崎東ＲＣ）
■柳田 憲一郎 （小林ＲＣ）
■西村 敏弘 （都城ＲＣ）

■福山 征志 （薩摩川内ＲＣ）
■茶屋道 覚 （枕崎ＲＣ）
■中村 和博 （国分中央ＲＣ）
■片山 みどり （国分中央ＲＣ）
■平澤 正幸 （鹿児島西ＲＣ）
■坂元 秀憲 （奄美ＲＣ）
■金丸 健二 （宮崎北ＲＣ）
■佐藤 潤一郎 （宮崎北ＲＣ）
■山崎 栄一郎 （宮崎南ＲＣ）
■枝元 隆 （宮崎南ＲＣ）
■川畑 恵理子 （佐土原ＲＣ）
■ 野 隆春 （佐土原ＲＣ）
■今山 律子 （都城中央ＲＣ）
合計 １３人

■有村 文宏 （延岡東ＲＣ）
〈名誉会員〉
合計 １２人
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おめでとう皆出席
作詞：田沼次郎（東京目黒ＲＣ）
作曲：甲斐正人

奉仕の機会 求めつつ
出席しよう 我らの集い
奉仕の理想 掲げつつ
今日も楽しい 皆出席
ああロータリアン
皆出席 おめでとう

新「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

ロータリアンー人一人が、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
た。
（ロータリー章典 26．020）

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、
私は以下のように行動する。
１．すべての行動と活動において、高潔性という中核的価値観の模範を
示すこと。
２．職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
３．高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専
門職における活動のすべてを倫理的に行うこと。
４．他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重
の念をもって接すること。
５．社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。
６．若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生
活の質を高めるために、自らの職業的才能を捧げること。
７．ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロー
タリーやロータリアンの評判を落としたり、不利になるようなこと
はしないこと。
８．事業または専門職上の関係において、普通には得られない便宜ない
し特典を、同輩ロータリアンに求めないこと。

国際ロータリー第2730地区
2013−2014年度
ガバナー

大迫三郎

ガバナー事務所
〒880-0804 宮崎市宮田町10-25 宮田ビル3階
TEL.0985-61-7728 FAX.0985-61-7735

