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職業奉仕・ワクチンとポリオ（フォーラム紹介）

　　〈私の職業奉仕の実践〉

ガバナー公式訪問の感動 その④　
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歓迎の歌

今月のロータリーソング

作詞：牟田悌三（東京世田谷南ＲＣ）

作曲：佐藤菊夫（東京世田谷南ＲＣ）

１．あなたも私もロータリアン

  心も裸でさあ握手

２．あなたも私もロータリアン

  心も一つでさあ握手 さあ握手

ロータリロゴが新しくなりました。
使用の詳細につきましては情報が届き次第、随時お知らせして参ります。

ロータリの新しいロゴについて
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国際ロータリー第2730地区
2013～2014年度　ガバナー

大　迫　三　郎

　夏も過ぎようとしている時期ではありましたが、記録的な酷暑がまだまだ続く中でのガバナー公式

訪問、大変お疲れ様でした。私は、ロータリアンになって１年余りの若輩者ですが、公式訪問に際し

発表の場を与えていただき大変光栄に思っています。

　まず自己紹介をいたします。私は、小児外科医です。小児外科では　生まれながらの病気　胃腸の

手術、肺の手術、小児癌の手術、交通外傷などを対象にします。以前から大隅半島の小児外科領域が

不足していると感じておりまして大隅半島の鹿屋市で４年前に、小児外科・小児科を標榜するクリニッ

クを開業いたしました。

　開業後は、全体の８割程度が小児科の仕事になりました。これは想定内のことでしたので、自分が

この地区でどのような貢献ができるのかしばらく思案いたしました。その結果この地区の「ワクチン

接種率向上」を目標の一つに掲げました。そこで、ワクチンについての私なりの考え方をお話します。

　まず、ワクチンについて。今年の４月から肺炎球菌ワクチン、HIbワクチン、子宮頸がんワクチン

が定期予防接種に組み込まれました。また子宮頸がんワクチンの副反応で全身の痛みが取れず日常生

活が送れない方や、ポリオ生ワクチンで下肢などに麻痺が出て不自由をしている方が紹介されるなど、

マスコミでワクチン関係のことがしばしば取り上げられておりますので、耳にする機会が増えたと思

います。そこで、ロータリアンとして知っていていただきたいワクチン基本事項について簡単に触れ

職業奉仕とワクチンとポリオ

ガバナー
通信

　公式訪問で発表頂いた、約200名の感動的職業奉仕のフォーラム内容を本

当は、早く全てお知らせしたいのですが、地区大会でお知らせ出来なかった

中から、特にＲＩ事業のポリオに関わる貴重な発表をお伝え致します。

かのや東ロータリークラブ

矢　野　常　広（小児科医）

私の職業奉仕の実践
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させていただきます。

　ワクチンを語る上で天然痘は外すことはできません。ワクチンのない時代から、天然痘患者の膿を

健常者に接種して天然痘の免疫をつける行為が行われていました。擬似予防接種ですが、この行為に

よって２％の方が亡くなっていました。流行したときに感染すると死亡率が20.50％でしたから、流

行してから罹患して亡くなるよりずっとましという考え方がその当時では成り立っていたのでしょ

う。1798年ジェンナーが、牛飼いに天然痘が発生しないことから、牛の天然痘である牛痘から安全

なワクチンを開発しました。人類初のワクチンです。つまり、ワクチン接種で感染症に対する免疫（抗

体）を獲得させることにより、その疾患に感染しにくくすることが可能です。以後、様々な種類のワ

クチンが開発され、現在ではポリオや麻疹、風疹など17種類もの疾患に対するワクチンが存在します。

　それでは、私の「ワクチン接種率向上」への取り組みについて触れさせていただきます。

１．教育

　ワクチン接種をしていると、理解不足の親御さんによく出会います。ワクチン教育はワクチン

接種率向上のために重要です。どれほどワクチン接種が重要で有用であるかを伝えることが大切

です。これには、時間もエネルギーも消耗します。苦労して説明した家族がワクチン接種に来院

して頂ければ　親御さんを褒めることから始めます。私も嬉しいので、双方が幸せですね。次の

ワクチン接種につながります。

２．正しい情報の伝達

　ワクチン接種のハードルをあげる大きな問題が副反応です。最近は、副反応に偏った報道が多

く見られます。マスコミは生ポリオワクチンの副反応で、下肢が麻痺した方を取材し、その状況

を伝えました。確かに副反応でポリオを発症された方は不幸であり救済されなければなりません。

このような麻痺型ポリオは、接種回数440万回に１回以下にしか発生しません。昭和35年ポリ

オが日本で大流行し6500名ほどの患者が発生したことが記憶に残っている方も多いと思います。

ワクチンを打たなければ年間数千人程度で患者が増え続けていたであろうことは想像に易いと思

います。現在わが国では、安全性が極めて高い不活化ポリオワクチンが導入されています。ワク

チンの利点と欠点を中立な立場で正確に伝えることが大切だと思い、日々実践しています。

　少し横道に逸れます。ワクチン接種に関わる医療従事者として、ロータリーを誇りに思うことが

あります。ロータリーは世界のあらゆる機関に先駆けてポリオ撲滅に向けての活動を始めていたこ

とを知りました。1985年　国際ロータリーがポリオプラス計画を発表し、資金援助に乗り出しまし

た。それまで世界で年間35万人のポリオ発症があったのですが、昨年度は53名の発症に留まりました。

撲滅まであと一息です。ポリオワクチンは１回12円程度だそうです。これを３回接種することが勧

められています。つまり、一人36円で人一人をポリオから守れるのです。人を幸せにする寄付はと

ても素敵です。ポリオプラス基金への寄付をお願いいたします。

　以上、私の職業奉仕について紹介いたしました。奉仕により　する側　される側　双方に喜びが得

られることが真の奉仕ではなかろうかと考え、これからも職業奉仕を実践いたします。ありがとうご

ざいました。
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ガバナー公式訪問の感動 その④

会長　瀬　戸　祐　博

　全会員皆さんの大迫ガバナー歓迎により、
公式訪問が滞り無く日程を終了出来た事に
対し感謝を致します。有難う御座いました。
17日11時10分、橋口正樹地区幹事の運転で、
大迫三郎ガバナー、例会場ABCパレス到着
　朝８時に宮崎を出発、高速道で九州を横断
して阿久根に到着する予定が、道路を間違え
て離合も出来ない様な、山道に入り混んでし
まい、橋口幹事は阿久根クラブとは、東シナ
海を望む海岸線と聞いていたが、山頂から東
シナ海を望む様な山腹に阿久根クラブは有る
のだろうかと思ってしまったそうです。車は
新型のクラウンだったので、カーナビの入力
を間違ったのでしょう。
　まあ、無事に遅れる事無く到着して頂いた
ので、永田カバナー補佐・瀬戸会長・山平幹
事・安田会長エレクト・鮫島幹事エレクトと
の懇談会も、穏やかな中で始まりました。
　私は４回目のガバナー懇談会でしたが、前
回までの始まりは、ロータリーの会話から始
まり、地区の方針に付いて、クラブや会長の
対応や取組はどの様に成っているのかと追及
された記憶が有りますが、今回は、ガバナー
方針が、『職業奉仕』をテーマに掲げられて
おられ、ガバナー自らが企業経営者と言う事
から、名刺交換も会社名刺を求められ、ガバ

ナーからも、ロータリー名刺と会社名刺の二
枚を頂きました。
　私達は、皆さんロータリアンの前に企業経
営者であり、それぞれ業種の一国一城の主で
あり、皆さんが『職業奉仕』を実践している
ロータリアンなのです。と言う会話から始ま
りました。
　会長さんの職業はとの問いに、京セラの協
力会社です。そうですか、今朝の新聞で、京
セラの稲森さんの記事を見つけて、持ってき
ましたとの話、安田エレクトも、ロータリー
の事は勉強不足でと言うと、企業人として水
産加工で職業奉仕をされているのだから、こ
れから研修セミナーの機会も有るので、そこ
でロータリーを勉強し理解されれば良いです
よ、とのアドバイスでした。
　さて、会長さんとしての方針をと問われた
ので、増強は進めますが、それより退会者の
出ない、クラブ運営をしたいと話をしたら、
是非、その様に頑張って下さいと激励されま
した。
　そして、40周年事業の件も話をしました
が、式典の日取りも確認され、手帳に記載さ
れましたので、来られる気でいると、手ごた
えを感じています。
　ガバナーとの、懇談会も和気藹々の内に終
了して、いざ例会です。
　会員の拍手に出迎えられ着席、通常の例会
内容でSAAが進行、30分の予定でガバナー
アドレスをお願い致しましたが、その中でも
ロータリーの専門知識では無く、『職業奉仕』
の会話でしたが、内容も大変解り易く共感す
る点が多く、貴重な卓話を聞かせて頂きまし
た。
　予定通り例会も終了、全員での記念写真で
す。緊迫する時間の中でも、皆さん穏やかに
笑顔で顔つきは、それなりに収まったと思い
ます。

阿久根ＲＣ
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　さて、クラブフォーラムです。私の中では、
記念写真が終了すれば、大半の会員が帰るの
ではと心配していましたが、意外に空席も少
なくクラブフォーラムを始める事が出来まし
た。
　今回のクラブフォーラムの内容は、『職業
奉仕』をテーマに発表の依頼が有りました
ので、鮫島プログラム委員長・日笠山情報委
員長・寺畑職業奉仕委員長の３名に発表を前
もってお願いして有りましたが、三人三様、
内容の濃い『職業奉仕』について発表して頂
きました。本当に有難う御座いました。私も
三人三様の話を聞き、話されている通りと共
感致しました。
　その後、ガバナーに感想・アドバイスをお
願いしましたが、テーマは同じでも、三人の
話の内容が違う卓話を、唯の一点も否定する
事無く、三人の話の内容を尊重してアドバイ
スを頂きました。
　私が進行でしたので、意見の出ない空白の
時間に成ってしまうのではと心配していまし
たが、反対に時間が足りなかったのでは、と
思える様な内容のフォーラムだったと思って
います。
　と言うクラブフォーラムの内容で、阿久根
ロータリークラブの公式訪問は、無事終了致
しました。
　本当に会員の皆さん有難う御座いました。
　しかし、永田ガバナー補佐は、これで終了
出来ないのです、出水クラブの公式訪問に移
動です。阿久根クラブから輩出している以上
は、私と山平幹事も、じゃ、お願いしますで
は済まなくて出水クラブの公式訪問が終了す
る午後９時に待ち合わせて、ガバナー・地区
幹事との懇親会です。明後日に公式訪問の串
木野・川内・薩摩川内と、終了した出水・阿
久根の５クラブの会長・幹事で、出水の居酒
屋で懇親会を行いました。大迫ガバナー・橋
口地区幹事には、遅くまで付き合って頂き、
本当に有難う御座いました。
　例会の余韻のままで、有意義な懇親会も進

みました。ガバナーも64クラブ訪問するか
と思うと体力もいるなと思います。体に気を
付けて、今年度宜しくお願いします。

会長　若　田　吉　朗

　公式訪問の感動は、例会での大迫ガバナー
のアドレスから始まりました。「ロータリー
クラブヘの入会が、私を成長させてくれた！」
と、冒頭でのお話しでした。それは、会社を
起業されて間もない頃の自らを振り返り、「四
つのテスト」を念頭に踏まえながら会社と
クラブを遣り繰りしておられたロータリアン
の先輩方から多くの事を学んだとのことでし
た。お書物ではなく、生身の体で体得された
ものです。
　そんな、過去から現在に至る経験を通して
培ってこられた「職業奉仕」への思いは、造
詣が深いものでした。
　そして、フォーラムヘ移ってもその感動は
大きなものとなりました。ガバナーの御意向
による「職業奉仕と私」のテーマに沿った３
名の会員による発表の後に、ガバナーから講
評を頂く事になっており、一人一人に対して
のコメントを頂けるものとばかり思っていま
した。ところが、「３名の方々の発表、あり
がとうござました。」と述べられただけで、「一
人一人に対して、批評はいたしません！発
表者のロータリーに対する思いと、職業に向
ける姿勢を伺えて良かった」とのコメントで

川内ＲＣ
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した。「えっ！」と思いつつ、その時に瞬時
に頭を過ったのは、「職業奉仕＝人格の陶冶」
でした。それは、公式訪問前に頂いていた「職
業奉仕とロータリーの魅力」の中に「人間は、
自我の欲望が常に心の中に蠢いている、自我
の己をいかに修養させるかがロータリーなの
である。」と記されていたからです。その後、
他クラブの貴重な事例紹介をして頂き、とて
も参考になりました。また、自らが体得され
た故なのか、話される一つ一つが心に残るも
のとなりました。心からお礼を申し上げます。

会長　若　松　和　成

　2013年９月19日、串木野ロータリークラ
ブとの合同例会を前に16：30より大迫三郎
ガバナー、永田惣詞分区ガバナー補佐、橋
口正樹地区幹事をお迎えし我がクラブから会
長、幹事、会長エレクトの６名による懇談会
が開催されました。薩摩川内ロータリークラ
ブ本年度基本方針として、ロータリーの基本
的目標は職業奉仕と人格の陶冶であり、職業
奉仕を実践してこそ社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕が達成できる事を自覚し会員の資質
向上、クラブのレベルアップに努めながら、
28年目となる川薩地区中学校駅伝競走大会
の後援。第４回薩摩川内市祁答院町藺弁田池
での外来魚駆除釣り大会。西方海水浴場や川
内駅周辺の清掃作業、献血への協力、福祉の
里のつつじ手入れ等の継続事業はより活性化

しながら、地域に貢献できる奉仕活動があっ
たら新しく企画したいことを申し上げ、クラ
ブの概況、組織、CLPへの取り組み等を説明
し、ガバナーからは我がクラブが抱える問題
点の解決法など的確にアドバイス頂きまし
た。
　その後の例会でのガバナーアドレスでは、
ガバナーが学生時代駅伝選手として活躍され
たエピソードなども交えられ熱のこもったな
かにも和やかな雰囲気を作っていただき、職
業奉仕の意味、ロータリアンとしての在り
方を再認識した貴重な時間でした。また念
願の新入会員入会式もでき、感無量でした。
クラブフォーラムでは、「職業奉仕とロータ
リー」のテーマのもと当クラブ永留会員によ
る「ロータリーとの出会い」、当クラブ岩下
会員による「牛乳配達と職業奉仕」、串木野
ロータリークラブ鏑流馬会員による「私の職
業奉仕観」という発表があり、いずれの発表
もロータリアンとしての使命、情熱にあふれ
た素晴らしい内容でした。ガバナー、ガバナー
補佐からも意義深い講評をいただきました。
　私たちもこの感動を忘れずに、明日からの
ロータリー活動に頑張りたいものです。

会長　丸　野　史　朗

　去る９月13日（金）、大迫三郎ガバナー公
式訪問例会が無事終了致しました。
　当日、午前11時に例会会場の「まはろば

薩摩川内ＲＣ

霧島ＲＣ
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の里」に　尾野ガバナー補佐と到着されまし
た。前夜に中部分区のガバナー歓迎会があり
ました折り、歓談させて頂いておりましたの
で誠にフレンドリーにご来訪頂きました。
　11時30分、当クラブより私と、鮫島幹事・
中西会長エレクトが参加し、懇談会が開催さ
れました。活動計画や今後の目標等をCLPや
職業奉仕の面から内容を検討頂きました。12
時30分より例会が始まり、その中でガバナー
アドレスをしていただきました。13時50分
絶好の天気の中、記念撮影後クラブフォーラ
ムが開催されました。
　クラブフォーラムでは、当クラブより大
庭新世代委員長と下川出席委員長に「私の事
業と職業奉仕」の発表を行い、それをうけて
大迫ガバナーの講評という形式で行われまし
た。ガバナーより「職業奉仕」についてロー
タリー誕生の頃からの話、現在のガバナーの
お考えから「職業奉仕」がロータリー活動の
根源となり、すべてのロータリー活動に通じ
るとお話があり、会員一同、有意義なクラブ
フォーラムとなりました。
　また、公式訪問の間、明るく闊達なコミュ
ニケーションがガバナーとメンバーの間で持
たれ楽しい時間を過ごせました。
　　尾野ガバナー補佐におかれましては、前
夜の歓迎会から当クラブのフォーラムまで
全てがスムーズに行われますように御助力頂
き、ありがとうございました。
　今後、霧島ロータリークラブは今回のクラ
ブフォーラムを活かし、職業奉仕に努め、ク
ラブの活性化と発展を目指して活動して参り
ます。

会長　池　　　喜八郎

　カバナー公式訪問は、私共クラブ会員が年
一度のガバナーと膝を交えて懇談できる唯一
の機会で、会員一同待ちに待ったプログラム
でした。私自身も会長として、最大のプログ
ラムを迎え、緊張と共に実業家としてのガバ
ナーにお会いできると云うことに、期待をふ
くらませてお待ち致しました。
　当クラブの公式訪問は平成25年９月11日
（水）の夜例会となりました。ガバナーは昼
例会のお疲れもなく、正にミスター「ミッショ
ン・パッション・ビジョン」よろしく会場の
門をくぐられました。
　初対面の自己紹介の後、加治木ＲＣの現況
を説明しました。クラブの規模は36名で、世
界的な平均クラブであり、パストガバナー他
ロータリー活動に経験豊かな会員を多数擁し
ており、私の役目も機関車のような存在と云
うより、風通しのよい環境作りに意を用いて
いる旨説明しました。主なプログラムとして
は、台湾の員林西南ＲＣとの小中学生相互派
遣事業、会員が各々の職業分野や専門職で相
談に応じる相談会等について説明しました。
　例会では、ガバナーから「職業奉仕とロー
タリーの魅力」について貴重なアドバイスが
あり、「事の誤るは得意の時、事の成るは失
意の時」の座右の紹介もありました。
　後半のクラブフォーラムでは、大井知泉君
が「職業奉仕について」を医師の立場から報
告、前田貴彦君からは「職業奉仕と相談会に

加治木ＲＣ
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ついて」の事例報告を行いました。ガバナー
からは各種職業をいかした相談会は大変意義
あるものだ、との講評をいただきました。後
日物語りですが、10月13日の地区大会では、
代表６事例の一人として発表させていただ
き、会場から万来の拍手をいただきました。
　最後に、ガバナーからは実業家として歯切
れのいい示唆、指針を澤山いただきましたが、
やはり、ガバナーと会員一同が直接懇談でき
る機会を得て「その場における時間の共有こ
そが最も大切であり、収穫であった」と痛感
致しました。感動を与える行動と感動を求め
てロータリ道を邁進します。

会長　　楠　田　利　浩

　2013年８月22日（木）に大迫三郎ガバナー・
白坂文夫ガバナー補佐をお迎えして、公式訪
問を開催しました。
　例会に先立ち会長・会長エレクト・幹事と
の協議会が行われ、席上、各人の自己紹介が
行われ、当クラブの置かれている現状につい
て説明をした後、グラブ運営について、ご指
導いただきました。
　例会、フォーラムでは、ロータリーの基本
は、職業奉仕であり人格の陶冶であると、教
えられ、奉仕の倫理を追究し実践するのが
ロータリーの第一であり、職業は人生の幸せ
を追究する行動である。このことから、職業
奉仕は、実践活動だと教えられました。自分

自身も奉仕活動の在り方等について考えさせ
られるものが多々あり、今後の職業奉仕活動
に役立てていきたいと思っております。
　最後に公式訪問を無事終了できましたこと
に対して、大迫三郎ガバナー・白坂文夫ガバ
ナー補佐並びに発表をして頂いた２人また、
会員の皆様方に感謝申し上げます。ありがと
うございました。

会長　内　村　文　泰

　８月２日国際ロータリー第2730地区大迫
ガバナーを迎え当クラブの公式訪問例会を
開催いたしました。飯野鹿児島市内分区ガバ
ナー補佐が随行され、例会前に会長、幹事、
伊藤パストガバナーを交え懇談。クラブの状
況、今年度の目標事業計画について説明。ま
た、クラブの問題点についてもアドバイスを
頂きました。
　そして、写真撮影の後、例会開始、通常の
プログラムが終了、いよいよクラブ協議会が
始まりました。今回はガバナーの要望により
職業奉仕に関して会長と池田会員増強委員長
がそれぞれの意見、考えを発表、その後ガバ
ナーより講評、ガバナー補佐からもコメント
を頂きました。我がクラブは62年の地区内
で最も歴史あるクラブとして活動しています
が近年会員数が減少し会員増強が現在の緊急
の課題であります。そこで、中長期計画とし
て今年度70名まで拡大、３年以内で80名ま

南九州大崎ＲＣ

鹿児島ＲＣ
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で拡大を目標と定め、全会員協力して目標達
成する計画です。その他事業の見直し等によ
りロータリー財団の補助金活用を視野にいれ
我がクラブならではの奉仕プロジェクトも計
画しております。幸い会長エレクト、会長ノ
ミニーも現時点で決定しておりますので連続
性のあるクラブ運営ができるものと思ってお
ります。

会長　日　　　秀　和

　８月５日は大迫ガバナー、友井ガバナー補
佐をお迎えしての公式訪問がございました。
　先立ちました会長幹事懇談会では例年に倣
い本年度の目標や事業計画面を申し上げまし
た。その際、当クラブ積年の課題であります
会員減少についてのご懸念と、18日から前半
の２泊３日を当クラブで主幹いたします、福
島キッズ in 宮崎についてのご期待のお言葉
を頂きました。
　例会では、ガバナーお手作りの“職業奉仕
とロータリーの魅力”というタイトルのパン
フレットに沿われまして、職業奉仕とはロー
タリー独特の言葉である事、会員が自信と誇
りを持って職業に励み、追究していくことで
ロータリーの輝きもまた出てくるのですと非
常に熱のこもったアドレスを頂きました。
　クラブフォーラムでは、異なる３業種の会
員が事前に頂いていましたテーマに沿って卓
話をいたしましたが、遊技業の森腰会員は中

部大学武田邦彦教授の論文を下敷きに、人々
に癒しを与える職業を目指す職業奉仕の発
表、社会福祉法人の森迫会員は2660地区作
成のロータリー百科事典と社会福祉法をご紹
介しながら、課題と展望の発表、建設設計業
の本田会員はご自身の経験やシエルドンの靴
の話しに、職業とは人と人のつながりであり、
教育の重要性に言及されました。手前味噌な
がら面白い発表であったと思います。
　最後に大迫ガバナーから、県教育委員会
のお仕事に携わっておられた事、会社で経営
規範をお作りになられた事を絡めた講評をい
ただき非常に充実した公式訪問でございまし
た。
　今回の内容をクラブの活動に生かし、楽し
い例会、会員増強、クラブの活性化に努めて
まいります。

　

会長　池ノ上　　克

　大迫三郎2730地区ガバナーの宮崎ロータ
リークラブへの公式訪問は平成25年９月24
日に行われ、多くの成果とともに無事終了し
ました。例会でのガバナーアドレスと例会後
に行われたフォーラムではガバナーの大変有
益なお話を伺うことができました。
　特にガバナーが今年の重点項目として上げ
ておられる、職業奉仕について、その考え方
を示され、私たちの頭の中もすっきりと整理
することができました。

宮崎ＲＣ

日向ＲＣ
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　宮崎ＲＣでのフォーラムでは当クラブの鳥
山会員と金丸会員が職業奉仕について、それ
ぞれの日頃の考えを述べでもらいました。お
二人とも、おじい様の時代から長く続いてい
る家業に触れられました。鳥山会員は女性の
経営者としてしっかり仕事をして、経営を安
定させ、必要な納税が行えるよう頑張りたい。
その上で職業を通じて社会に奉仕したいと述
べられました。
　また金丸会員は職業奉仕の語源である「vo-
cational service」からvocation の持つ意味、
即ちカトリック信者の誰もが神に奉仕すると
いうことから、職業に励むことは神への奉仕
に繋がるとの思想が転じて、天職である自分
の仕事を通して社会のために尽くすことが職
業奉仕の原点であろうと述べられました。
　お聞きいただいた、ガバナーからは職業奉
仕と社会奉仕は連続性のあるもので、個の立
場で自分の仕事にはげむことが自然と団体や
社会あるいは地域のために貢献することにな
り、社会奉仕に繋がっていくのだろうと纏め
られました。
　Serveという英語の言葉を奉仕と言う日本
語に置き換えてしまうと、かなり限定された
意味合いがあり、本来serveという意味が伝
わりにくくなるような気がします。その点を
大迫ガバナーは職業を仕事に置き換え、社会
は仕事の先にあると極めて解りやすく解説し
ていただきました。大変貴重なフォーラムで
あったと思います。改めてガバナー公式訪問
の御礼を申し上げ、私の感じたところを書か
せていただきました。

会長　増　田　秀　文

　９月27日、大迫三郎ガバナーと、尾　敏
弘ガバナー補佐をお迎えし、会長、会長エレ
クト、幹事、例会前の懇談会を行いました。
　お越しいただいたガバナーは、公式訪問63
クラブ目にも関わらず体調もよさそうでお元
気でした。又、クラブフォーラムで「ガバナー
公式訪問に行くたびに元気をもらいます」と
も仰っていましたが、その通りに感じました。
ガバナーから、西クラブの今年度方針と、西
クラブ概況、CLPの取り組み、活動内容の質
問がありました。
　その中で、西クラブの四つの方針と、西ク
ラブの会員数と組織構成、CLP検討委員会を
行ったこと、クラブの活動として、例会で新
入会員の職業についての卓話を増やし、又、
夜間例会を増やすことで会員同士の親睦と理
解を深めることで楽しい例会運営を行ってい
る現状と、これからの予定をお伝えいたしま
した。
　ガバナーからは、西クラブの方針や活動が、
ガバナーの方針に沿った活動を行っていると
のご意見をいただきました。
　例会のガバナーアドレスでは、「ロータリ
アンとは、職業奉仕を実践して、社会貢献し、
人格の陶冶を行っていくこと」についての話
を拝聴することができました。
　又、奄美大島のガバナー公式訪問での出来
事も話をされ、この公式訪問で奥様がロータ

宮崎西ＲＣ
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リーに対する理解と、ご主人がロータリアン
であることを喜ばれたことに対し、ガバナー
は大変に感激して居られたことが印象的でし
た。
　その後のクラブフォーラムでは、当クラブ
の後藤祐治郎会員と、日高久夫会員の二人が
職業奉仕の実践し、社会に貢献している事に
ついての発表をされました。
　後藤祐治郎会員は、ご自分の司法書士とい
う職種の使命、法律実務化の「プロフェッショ
ン論」の説明をされました。又、日々の職業
活動を通して社会に対する役割、取り組みと
責任につての発表をいたしました。
　日高久夫会員は、お菓子造の２代目として、
初代創業者の業務の取り組みと、ご自分が経
営していく思い、後継者に対する育成と、社
会に対する役割の話をされました。
　ガバナーは、お二人の発表を高く評価され、
今後も職業を通して社会に貢献し続けてほし
いと講評され終わられました。
　ガバナーには、お忙しい中での公式訪問を
して頂き有難うございました。心より感謝申
し上げます。
　私たち理事役員一同、この訪問を糧として、
今後もクラブ活動に真摯に取り組んでまいり
ます。有難うございました。

会長　西　本　勝　博

　気さくな大迫ガバナーですので、９月25
日のガバナー公式訪問を楽しみにしていまし
た。
　私は「ガバナーと会長・幹事・会長エレク
ト懇談会」の10分前に到着したのですが、大
迫ガバナーと尾　ガバナー補佐はすでにおい
でになっていて、大変恐縮いたしました。
　2730地区64クラブを休む間もなく訪問し
ておられる大迫ガバナーはお疲れのはずです

が、少しもそのような様子をお見せにならず、
にこやかに椅子に座ってお待ちになっておら
れました。
　懇談会では私どものクラブテーマ、「学ぶ
心、奉仕の心、楽しむ心」を説明いたしまし
た。私はロータリーを不勉強で、学ぶ必要性
を感じていたのでこの様なテーマを掲げたの
ですが、ガバナーから励ましのお言葉を頂き、
クラブ運営の方向性に自信を持つことができ
ました。最後に、CLPについて懇切丁寧なご
説明を頂き、懇談会は終了いたしました。
　例会では「職業奉仕とロータリーの魅力、
人格の形成と豊かな人生のために」の演題
でガバナーアドレスを頂きました。「職業奉
仕」の具体的説明、「職業奉仕」と「社会奉
仕」の関係、及び「職業奉仕」と「人格の陶
冶」について分かりやすくお話しいただきま
した。当日は新会員の入会が予定されていま
したが、大迫ガバナーから新会員へ、徽章と
ネームプレートを付けて頂きお祝いの言葉を
かけて頂きました。会場は盛り上がり、楽し
く例会を終了する事が出来ました。
　続くクラブフォーマルでは５名の会員から
｢私の職業奉仕｣について語ってもらいまし
た。
　最初に発表された片江会員が務めている会
社の社是にある三愛精神（①人を愛し②国を
愛し③勤めを愛し）がロータリーの職業奉仕
そのものであると述べ、久保田会員は｢適正
価格｣が社員の教育や研究を可能にし、結果
としてお客様に利益を還元できると発表され
ました。新世代委員長の栗山会員は｢障害者
雇用に取り組み、地域と共に生きる｣を演題
に自分の体験談を、福井健太郎会員は自社

宮崎北ＲＣ
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のモットー ｢Service is our Business｣を紹介
し好循環経営の考え方を、最後に杉田会員は
建設資材販売をつうじて自社の利益だけでな
く地域の利益を考え、企業の社会的責任につ
いて言及されました。いずれの発表者も素晴
らしい内容であり、充実した公式訪問クラブ
フォーラムにすることが出来たことを感謝申
し上げます。

会長　長谷川　孝　次

　私ども、西都ロータリークラブに大迫三
郎カバナーを迎えての、公式訪問例会は９月
10 日（火）尾　ガバナー補佐、橋口地区幹
事同行のもと執り行われました。
　11 時 30 分から（50 分間）私と岩切幹事（会
長エレクト兼任）を含めて５名でのガバナー
懇談会そして、12 時 30 分から例会、写真撮
影、クラブフォーラムと公式訪問プログラム

に沿って時間通りのスケジュールで運営させ
ていただきました。

　大迫カバナーの印象は、会長エレクト研修
セミナー（ＰＥＴＳ）での話しや研修要覧な
どの資料から、真面目で堅いイメージを持っ
ていたのですが、終始和やかな雰囲気を醸し
出され、私達の緊張を解しながら自然体であ
りながらも、大迫ガバナーのロータリーに対
する熱い想いを出席したメンバーの一人ひと
りが感じ取ることが出来たと思います。
　特に、今年度の公式訪問例会で印象的だっ
たのは、職業奉仕を強調されるガバナーらし
く、クラブフォーラムを「職業奉仕と私」、「私
の事業と職業奉仕」のテーマのもと代表会員
からのスピーチに当てられたことです。例年
ですとカバナーとの質疑応答でロータリーの
大局的な話や限られたメンバーとのやり取り
で終わっていたのですが、今回の試みは、非
常に新鮮で在籍年数の長短に関わらず、出席
メンバー全員に平等であり。また、話す側も
聞く側も大変実のある内容であったと思いま
す。

　最後に、今回の公式訪問でただひとつ心
残りだったのは、スケジュールの都合でガ
バナーとの夜の懇親会が出来なかったことで
す。メンバー全員またの機会を楽しみにして
おります。

西都ＲＣ
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特別支援教育講演会報告

　当クラブでは今年も12月８日に鹿児島大学教育学部と共催で９回目となる特別支援教
育講演会を開催しました。
　今年は宮崎県都城市の当事者の保護者　外山明美さんを起用して鹿児島大学教育学部内
の101号室で保護者、学生、施設関係者、一般の人達110人の方が参加して、発達障害の
ある子供達の理解と支援で「子供を育てる為に親が出来ること地域で出来る事」をテーマ
に約２時間、御自分の体験をもとに講演をされました。中でも近所の方々に自分の子供の
障害状況をしらせて見かけたら、そういう子ですから目を掛けて下さいと、理解をもとめ
たり、御自分の精神的に不安定な時に家
族に支えられてどれ程救われたかとか発
表されました。
　前回は小児科医の立場で、今回は当事
者の保護者と言う立場で、実際の体験を
元に当事者の保護者向けに行いました。
アンケートでも「勉強になりました次年
度も開催して下さい」と言う多数の要望
が有りました。

鹿児島ロータリークラブ社会奉仕委員長

名嶋　博

●日時：平成25年３月９日（日）　受付　11:00　　開会　11:30～15:30
●会場：メインホテル
　　　　　　　　住所：都城市上町8-9　　TEL：0986-23-3131
●基調講演：第2700地区　パストガバナー
　　　　　小山田　浩定 氏　　　　　福岡城西ロータリークラブ
　（医療支援サービス業）
　　　　　　　演題：「職業奉仕とロータリー」
●登録負担金　　　2,000円（全員登録）
●ホストクラブ　　都城ロータリークラブ

●当日のスケジュール

　　　１１：００～１１：３０　登録受付
　　　１１：３０～１２：００　点鐘　　　開会式
　　　１２：００～１３：００　昼食　　　
　　　１３：００～１４：１０　基調講演
　　　１４：１０～１５：３０　本会議：分区別発表
　　　１５：３０　　　　　　　点鐘　　　終了

「職業奉仕とロータリー」

2013 ～ 2014 年度
宮崎全県 IM（都市連合会）開催
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　2013－2014年度の第2730地区に於ける補助金プロジェクトは、17クラブ、18件のプロ
ジェクトが実施されています。既に事業が終了したクラブ、或いは継続中のクラブがある
ことと思いますが、報告書の提出時期が近付いておりますのでこの点について注意して頂
くこと等をお知らせしたいと思います。

１．報告書の提出について厳守して頂きたいこと
　　平成26年5月31日までに地区事務所（都城）まで提出して下さい。
　　領収書の原本はクラブで５年間保存し、地区へは写しをご提出下さい。
　　財務報告では、何に補助金を使用したかを明示して下さい。
２．報告書の提出についてお願いしたいこと
　　地区補助金は使い切って頂きたいと思います。残金が出る場合は、地区までご連絡を
　　お願い致します。
　　ロータリー財団ＨＰの、授与と受諾の条件をお読み下さるようお願い致します。

　以下、気が付いたことを述べます。
　例えば、地区補助金プロジェクトの予算構成が、総額100万円、補助金が60万円、クラ
ブと協力団体から40万円としますと、下記のものはクラブと協力団体の資金で賄い、補
助金の使用はしないようお願い致します。補助金使用不可の事例です。

　１．土地や建物、但し井戸、トイレ、給水設備等は認められるのでご相談下さい。
　２．協力団体や受益者の為に働く個人に対する給与、報酬、日当、謝礼など
　３．あらゆる団体の運営費や管理費に対する支援、寄付及び募金活動への支援
　４．受益者への寄付行為、補助金は人道的物資の購入に使用されるものです。
　５．創立記念等ロータリーの行事に関連した費用
　６．受益者を除くロータリアン等の弁当、旅費など
　７．補助金を受領する前に発生した経費の支払い
　８．補助金の申請書に記載されたこと以外の新たな目的

最後に
　補助金の財源は、恵まれない人々を支援する為に役立てて下さいというロータリアンの
善意の寄付金であります。従って補助金は、金銭の多寡ではなく例え僅かでも尊ぶべき信
託財産として取り扱うべきであり、補助金による取引及び活動は、「ロータリアンの職業
宣言」「四つのテスト」の精神に基づくことが必要であります。
ＤＤＦの50％以内という制限はありますが、年々活発になっている補助金プロェクトが
今後とも発展して参りますよう願っています。

地区補助金プロジェクトの最終報告書提出について

地区ロータリー財団　副委員長

喜島　健一郎

ロータリー財団



－ 14 － － 15 －

トピックス

平成25年12月20日（金）

▲

南日本新聞

▲平成25年10月5日（土）
　宮崎日日本新聞

お便り紹介

　めったに読まない「友」12月号をパラパラ
めくっていたら見覚えのある顔、それが大迫
様でした。そして「友」７月号を見直すとなん
と全国ロータリークラブ野球大会の記事を発
見し嬉しく、懐かしくなって筆をとりました。
　遅まきながらガバナーご就任心よりお祝い
申し上げます。ガバナー公式訪問を大体クリ
アされゆっくりとした時間の今日この頃と拝
察いたします。私達第2650地区は４府県に
跨り96クラブもあります。
　思い返せば貴クラブとＷヘッダを戦ったこ
と、我が野球同好会結成25周年にお祝いい
ただいたこと……。
　ガバナーのプロフィールにゴルフのドライ
バー。大きな声でカラオケ。私の方が１つ下

の昭和10年生まれ、しかし趣味が似ており
ます。
　我野球同好会は35年を過ぎ、甲子園大会
も今年は30回、毎年大会をお世話し、出場し
ております。恥ずかしい事ですが私は現役の
投手として、昨年29回大会は５回完投、相手
を１点に押さえ勝利投手。今年は３回を投げ
ました。10月は広島に遠征し広島陵北ＲＣ
に４回完投勝利投手。毎年ガバナー杯野球大
会では投げております。このように一生死ぬ
まで野球と縁が切れません。（自慢話で失礼）
　末筆乍ら来年６月までガバナーの激務を無
事に終え、向寒の砌ご自愛を重ねて切にお祈
り申し上げます。
　　　　　　　　　平成25年　12月　吉日

『ロータリー甲子園大会の思い出』
寄稿

京都伏見ＲＣ 松 原 一 郎

大迫ガバナー談

投げ合った至福の思い出です。松原様（京都伏見ＲＣ）の甲子園大会運営に感謝します。
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

12 月 の 寄 付 金 傾 向
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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

入 退 会 報 告

●入会者

■原　　勇作　（小林ＲＣ）
■野元　宏二　（宮崎北ＲＣ）
■福田香津代　（宮崎北ＲＣ）
■喜元健一郎　（奄美中央ＲＣ）
■　納　建悟　(奄美中央ＲＣ）
■田中　義信　（奄美ＲＣ）
■桑畑　弘之　（鹿児島東ＲＣ）
■田口　明洋　（指宿ＲＣ）
■前之園盛二　（指宿ＲＣ）
　　　　　　　　合計　９人

ご入会、おめでとうございます。

12月31日現在分

●退会者
お疲れ様でした。

■中薗　博之　（都城中央ＲＣ）
■有村　映子　（都城北ＲＣ）
■甲斐　益雄　（延岡ＲＣ）
■森永　靖子　（薩摩川内ＲＣ）
■高田　正信　(国分ＲＣ）
■小城　勝一　(国分ＲＣ）
■大井　知泉　(加治木ＲＣ）
■安倍こずえ　(加治木ＲＣ）
■上谷田　学　（かのや東ＲＣ）
■米盛　庄司　（鹿児島南ＲＣ）
■今村義三郎　(鹿児島中央ＲＣ）
■渋谷美和子　（鹿児島中央ＲＣ）

■増田　吉彦　（鹿児島東ＲＣ）
■中村　政博　（鹿児島東ＲＣ）
■早川　芳隆　（鹿児島東ＲＣ）
■坂口　晶子　（鹿児島北ＲＣ）
■安藤　幸市　(日向ＲＣ）
■村岡　　博　（佐土原ＲＣ）
■山浦良太郎　（都城ＲＣ）
■成田慎一郎　（奄美中央ＲＣ）
■今村　光春　（鹿児島ＲＣ）
■平吉　徳行　（延岡中央ＲＣ）
合計　22人




