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今月のロータリーソング

作詞・作曲：中本義弘（古川ＲＣ）
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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

　島娘の唄が心地良く宴会場に響くとみんな立ち上がり踊り出した。手振

り身振りの大きな輪が愉しく広がって行く。島娘が鳴り止むと、つづけざ

まに今度は六調の奄美の音頭が始まる。それぞれの手も足も腰も、ついつ

い品よく踊り出す。

　笑顔笑顔でみんな顔を見合わせほころばせて、まさに乱舞のもよう。

　前ＲＩ会長田中作次さんも舞台中央で元気に踊って居られる。勿論ガバ

ナーやガバナー補佐の面々もところ狭しと踊りに熱中した。

　2014 年４月 26 日 27 日はガバナー補佐会議を奄美で行った。元来は

７月を過ぎてから、反省会と慰労を兼ねて行っていたのを丁度奄美中央Ｒ

Ｃの 35周年に実際は内輪のみの周年行事の予定を、谷ガバナー補佐や奄

美中央の皆さんに無理を言って押しかける事にした。しかも、田中作次前

ＲＩ会長の講演もあるとの事。強引に参加させて戴き申し訳なさと感謝で

一杯でした。ＲＩ会長経験の中でのロータリー談義に感銘しました。

　奄美の方々のおもてなしはすでに定評のある事ですが、この時も全島挙

げての気持ちを込められて、訪れた会員や家族を心ゆく迄歓待され、大満

足の二日間でした。

　更には奄美の伝統的生活の歴史や建物などを見学させて戴き感動でし

た。特に日本の画壇でも有名な田中一村の展示美術館はまさに日本のゴー

ギャンの想いにかられる生き態とその作風は奄美大島への深い愛情と熱情

奄美の風に吹かれて

ガバナー
通信
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を感じるものでした。

　大衆に迎合せず、ひたすらに画家としての信念と矜持に満ちた一生に心が

打たれると同時に、清貧を至上の豊かなものとして、高い感性に生きた田中

一村に頭が下がる思いでした。

　数々の思い出の二日間でしたが、ガバナーノミニーの野中様や延岡東の皆

さんの宴席の踊り出演や観光同行にも感謝いたします。

　ともあれ谷ガバナー補佐をはじめガバナー補佐の方々にガバナー年度の大

変な御協力の御苦労に改めてお礼と感謝を申し上げます。

　奄美大島の３クラブの会員の方々は勿論ですが、会員の奥様方の並々なら

ぬ御温情に心からの感謝を申し上げ、一層の御健勝をお祈りします。

　私の家内も公式訪問でのおもてなしは勿論、以後のお心遣いに感動し、事

ある度に想い出と感謝を述べて居りますことをお伝えして、奄美の風に吹か

れての行状記といたします。

田中前ＲＩ会長を囲んで地区役員・ガバナー補佐の勇姿。
この前に、一緒に島娘・六調をみんなで元気に踊りました。
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会長　池　田　和　子

　８月８日にキャトルセゾンマツイで公式訪
問が行われました。
　緊張と戸惑い期待の中、大迫三郎ガバナ
ー、友井淨二ガバナー補佐を御迎えいたしま
した。例会に先立ち会長、幹事、会長エレク
トとの懇談会が行なわれ、クラブの現況や運
営方針などをお聞きになり、職業奉仕の実践
がなぜ大切なのか、地域に社会に役立つロー
タリーを目指す事の重要性、その為にクラブ
はどうあるべきか、そして会員増強について
は、特に女性会員の増強を目指す事など、色々
とアドバイスを項きました。ガバナーのお人
柄だと思いますが、いつの間にか和やかな雰
囲気になり緊張感が解けている事を感じなが
らの懇談になりました。
　例会では、熱いガバナーアドレスを頂きま
した。
　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、職業奉仕の実践がい
かに大切であるか、
職業奉仕＝職業の発展＝社会への奉仕＝人格

の陶冶
　大迫ガバナーは、行動の規範としてミッ
ション・パッション・ビジョンを事業又は行
動の規範としている「使命」「情熱」「将来展
望」をサイクルさせることであると言われま
した。例会場の変更の都合で、お約束の100
万ドル昼食の準備は出来ませんでしたが、女
性会員（矢野光代）の入会式が出来て良かっ
たと思いました。
　フォーラムでは、今回のテーマ「職業奉仕」
と言う事で職業を通しての実践を4人の会員
さんに発表していただきました。それぞれの
会員企業の仕事への取り組みを熱心に聞いて
いただき、講評の中でもそれぞれのより深く、
意見を話して頂き、感想を頂いたことはとて
も有意義なフォーラムになりました。
　県北最後の公式訪問とお聞きしましたが、
ガバナーは、お疲れの様子もなく、さわやか
さとロータリーを心より愛されておられる事
が伝わってまいりました。
　大迫三郎ガバナー、友井淨二ガバナー補佐、
公式訪問ありがとうございました。
　今後のご活躍とご健勝をお祈りいたしま
す。

延岡中央ＲＣ

ガバナー公式訪問の感動 その⑦
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ロータリー財団
学友・奨学金・平和フェローシップ小委員会

江島　　寛
（宮崎中央RC）

グローバル補助金奨学生申請第１号事案顛末記

　2013年６月中旬、鹿児島県出身のＴさんからグローバル補助金による奨学金申請がな

されました。

　新年度（今年度）から施行される「未来の夢計画」プロジェクトの第１号となる申請で

あり、赤塚_彦財団委員長を始めとする地区財団チームはぜひともＴさんの希望をかなえ

るべく血気盛んに取り組み始めましたが、如何せん時間がありません。

　Ｔさんの当初の留学(英国)開始予定日は７月１日からであり、これには到底間に合わず、

Ｔさんにも尽力してもらい、留学先での履修登録の締切を10月４日とし、渡航日を10月

１日と定めた上それまでに申請最終承認を得るべく努めることとなりました。

　しかしながら、地区財団委員会にとっても新制度は初体験のため乗り越えるべきハード

ルの多さと高さには驚きとともに正直閉口しました。

　まず、本来ならば最終承認まで最低３か月以上は要するとされるのですが、それを少し

でも縮めるために地区財団委員による一次選考と地区Ｇ・ＧＥ等による最終選考を同時に

行うという荒技から出発し、Ｔさんの事前の申請関係書類のチェック、面接を８月10日

に田中俊實ＧＥにも御臨席のもとメインホテルの地区事務所にて行い、Ｔさんの申請を承

認いたしました。

　このころには既にＲ・Ｉ日本事務局財団室から時間的にかなり厳しい旨の連絡も入って

いましたが諦念することなくＴさんの希望を実現すべく前進というより猛進することとし

ました。

　次に立ちはだかるのが、留学先の地区内（本件では1260地区）におけるスポンサーク

ラブとカウンセラーの決定と承認です。

　ここにおいて、赤塚委員長の精力的な交渉が始まります。

　1260地区のＰＧとメールのやりとりを重ね、良好な感触を得たと思われたのですが、

この間にも別途Ｔさんに追加関係書類の作成提出を求めたりしている間に無情にも時間は

過ぎてゆき、1260地区のＰＧもやや難色を示し始め、10月１日の渡航までにエバンスト

ンの承認を得ることはもはや困難となったのです（渡航までに最終承認を得ないと奨学金

は支給されません）。

　更に、財団室からはＴさんの留学目的と６つの重点分野との関連性が弱いのではないか

などと指摘されたりもし、万策尽きてＴさんの申請は最終承認に到りませんでした。

　Ｔさんの勉学意欲に沿えない結果となりＴさんには本当に御迷惑と気苦労をおかけした

と思います。申し訳ない気持ちで一杯です。

　今後は、本件を肝に銘じ、グローバル奨学金の獲得に一層の努力を払いたいと存じます。

委員長
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　地区研修・協議会が５月25日鹿屋市文化
会館にて、大迫ガバナーをはじめ、主催され
た田中俊實ガバナーエレクト、その他約830
名のロータリアンが一同に集い盛大に開催さ
れました。来る2014-15年度に向けて、ガバ
ナーノミニーやガバナーデジグネートのご紹
介、各部門長・委員長の方々が、多様なデータ、
資料をもとに次年度に向けた抱負や目標など
を掲げられ、内容の濃い会議となりました。
　大迫ガバナーからは『ミッション・パッ
ション・ビジョン』を掲げ、一年間取り組ん
だ成果や、各地の公式訪問で経験した感動の
数々、大迫年度のメインテーマ『職業奉仕』
を題材として実施したフォーラム発表が、俊
作揃いで大変成功であった事などを総括され
ました。また、新たなE-クラブ発足へのご協
力のお願いなどを述べられました。
　田中ガバナーエレクトより、2014-15年度
国際ロータリー会長ゲイリー C.K.ホァン氏
が掲げる『ロータリーに輝きを』というスロ
ーガンの紹介があり、ホァン氏がこのスロー
ガンに込める思いと、全てのローリアンに提
唱する次年度のロータリーへの取り組み方の
指針が示されました。具体的な取り組みとし
ては、『ロータリーデー』の開設や、取り組

み方のヒント、『全国ロータリーデー』の開
催予定や『ロータリーデー』を実施し成功さ
せたクラブの表彰など、新たなミッションが
提案されました。
　また、田中ガバナーエレクトから孔子の『修
身斉家』や『治国平天下』という言葉の説明
があり、これに基づいて行動すれば自ずとロ
ータリアンとしての振る舞いに適い、結果と
して『ロータリーに輝きを』を実践出来ると
説かれました。
　その上で会員増強、ポリオ撲滅への更な
る協力、クラブにおけるＲＩ戦略計画とＣ
ＬＰの本格実施を奨励され、その３つの目標
達成に向けた有用なツールとしてMy Rotary
（www.rotary.org/myrotary/ja）から開ける「ロ
ータリークラブ・セントラル」を有効に活用
するよう提案されました。
　また、第2730地区の全ての会員に向けて、
　『ロータリーに対して
　　ポジティブ・アクティブ・友人たれ』
というテーマを発信され、ご挨拶の言葉とさ
れました。
　大迫年度における躍進と成果を実感し、新
たな田中年度の更なる飛躍が期待できる、大
変有意義な素晴らしい大会となりました。

地区研修・協議会開催
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拝啓

　薫風の候いかがお過ごしでしょうか。大迫様には益々御健勝のことと思います。

　今回はＶＴＴ国際ロータリー 1950地区派遣に際し、格別の御高配を賜り心より感謝しております。

　有機農業を通して世界の子供達に安全な食材をという使命を胸に、上川リーダーを筆頭として五回

を数えた有機農業の事前ミーティングにより、我々一同の結束とチームワークは強固なものとなり、

熱く奮い立っております。

　ドイツでの研修が有意義なものとなりますよう努めて参りたいと思いますので、今後とも御指導御

鞭撻の程宜しく御願い致します。

　敬具　

長谷川　暢　大

ガバナー　大迫三郎様
VTT国際ロータリー 1950地区派遣メンバー

国際ロータリー 2730地区

　先日、私どもの元へ、VTT派遣メンバーの方からお便りが届きました。これまで行

われた会合の経緯や、いよいよ1950地区へ向かう心構え等のご報告を戴きました。

　皆様にお知らせ致しますと共に、改めてVTTの意義と認識を深めてくださいますよ

う、お願い申し上げます。

※今回は誌面の編集上お便りを頂いた順にご紹介いたします。

拝啓

　この度はＶＴＴ国際ロータリー 1950地区派遣につき一方ならぬお引き立てを賜り、誠に有難うご

ざいます。派遣メンバー選考があってから、いつの間にか季節が一周し、あっという間に出発の日が

迫って参りました。

　上川咲男ＶＴＴ委員長をリーダーとする我々５名の派遣メンバーはこれまでに５回のオリエンテー

ションを経て、仲間の結束力を高めて参りました。５回も一同に会するというのは、時間面や体力面

で辛いこともありましたが、上川ＶＴＴ委員長が「会って話す」ことの重要性を考えて行った結果、

派遣メンバーとの交流はＶＴＴに関することのみに留まらず、仕事やプライベートの領域まで色々と

話をするようになりました。今では毎日、ＶＴＴメンバーの交流サイトでドイツ派遣のこと、仕事の

こと、プライベートのことで会話をしています。

　さて本日（五月十四日）、私はスポンサークラブである延岡ロータリーでＶＴＴの説明と決意表明

を行って参りました。延岡ロータリアンの期待の大きさや責任の重大さを改めて痛感しております。

　微力ではございますが「有機農業を通して世界の子どもたちに安全な食材を」というコンセプトに

則り、ロータリアンの皆様が納得のいく成果をあげるべく、ドイツでの研修を行って参りたいと思い

ます。

　今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

敬具　

渥　美　聡　孝

ガバナー　大迫三郎様
VTT国際ロータリー 1950地区派遣メンバー

国際ロータリー 2730地区
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VTT派遣メンバー紹介

拝啓

　薫風の候、大迫様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。おかげさまで私ども

ＶＴＴ研修チーム一同、無事に渡独できる準備が整いました。これも偏に大迫様のご指導・ご高配の

賜物と厚く御礼を申し上げます。

　ドイツ研修においては何事においても素直な気持ちを忘れずに、先進的有機農業を余すところなく

吸収して参りたいと存じます。植物工場と有機農業の概念が合わさりどのような農業が誕生するのか、

とてもやりがいに溢れる研修を前に心が躍っています。また、ドイツの大学などの学術機関にも訪れ

たいと考えております。先進的な知識に積極的に触れ、自己の価値観・人間性をより深く追求してい

く姿勢を忘れずに本研修を過ごしていく所存です。

　風薫る五月、どうぞお健やかにお過ごし下さい。

敬具　

和　田　哲　哉

ガバナー　大迫三郎様
VTT国際ロータリー 1950地区派遣メンバー

国際ロータリー 2730地区

拝啓

　青葉の季節を迎えますますご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。

　今回のＶＴＴ職業研修に対しまして多大なるご協力とご支援をいただき、心より御礼申し上げます。

　先日の５月11日にＶＴＴチームリーダーの上川先生のもとに集い最終オリエンテーションを終え、

今回のミッションである夢計画「有機農業を通じて世界の子どもたちに安全な食材を」を再確認し、

メンバーの結束も深まったところです。

　５月23日には私のサポータークラブである宮崎西ロータリークラブの例会に参加させていただき、

ドイツへ派遣していただいたお礼と決意表明を行いたいと考えております。また、７月の例会では報

告の機会も準備していただいておるということですので、その際には本県農業の新しい未来が見える

ような報告ができることを夢みております。

　最後になりますが、本来ならば参上してご挨拶・御礼申し上げるべきところを書面での非礼お許し

下さい。今後とも何卒ご指導、ご助力の程お願い申し上げます。

　敬具　

松　本　愼一郎

ガバナー　大迫三郎様
VTT国際ロータリー 1950地区派遣メンバー

国際ロータリー 2730地区

お便り紹介順
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トピックス

▲平成26年４月16日（水）
　奄美新聞

▲平成26年４月27日（日）
　南海日日新聞
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▲平成26年５月21日（水）
　宮崎日日新聞

月日 曜日 行事 開催時間 摘要 場所

5/11 日 会員増強維持セミナー 11：00～16：00 各クラブ代表会
員 メインホテル

5/17 ～ 18 土・日 ＲＹＬＡ えびのＲＣ
5/17 ～ 18 土・日 ＲＹＬＡ 指宿ＲＣ 加世田市
5/25 日 地区研修・協議会 9：00～15：30 各ＲＣ 鹿屋市文化会館
6/1～6/4 日～水 シドニー国際大会　 オーストラリア

6/1 日
Eクラブ
第2回オリエンテーション 11：00～14：00 メインホテル

6/15 日
新会員のための地区研修会
青少年交換報告会・送別会 11：00～15：00 メインホテル

6/20 ～ 22 金～日 東北被災地訪問（仮） ━ 参加希望会員
（先着30名）

陸前高田市、
郡山市（郡山西北ＲＣ）

6/21 土 延岡ＲＣ60周年記念式典
6/22 日 新旧合同地区運営委員会 サンホテルフェニックス
7/1 火 ガバナー会 東京
7月～9月 ガバナー公式訪問
7月～ 各地区委員会
7.5 土 第1回地区諮問委員会 大黒リゾートホテル

7.26～27 土・日
第49回地区インターアクト
年次大会 霧島自然ふれあいセンター

8.23or24 土or日
第1回地区運営委員会、
ガバナー補佐会議等 未定

10.17～19 金～日 地区大会 鹿屋市文化会館他

11.8～9 土・日
第43回地区ローターアクト
年次大会 都城市

国際ロ－タリ－第２７３０地区

主な行事実施予定一覧

※予定は変更する場合が有りますので御了承ください。



－ 10 － － 11 －

●Ｅ -クラブについて

　いよいよ私共第2730地区が期待するE－クラブ『ジャパン・カレント（黒潮）』が
設立に向けて始動いたしました。会員皆様の御協力のお陰と感謝いたします。現在約
20名を越える会員候補が集まっておりますが、引き続き会員の推薦など、　御協力の
程宜しくお願い申し上げます。

E-クラブ　設立に向けてのお知らせE-クラブ　設立に向けてのお知らせ



－ 10 － － 11 －



－ 12 － － 13 －

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

４ 月 の 寄 付 金 傾 向



－ 12 － － 13 －

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

■中間幸一（鹿児島北RC)
■岡田雅寛（延岡中央RC)
■奥口一人（西都RC)
■黒木誠朗（鹿屋西RC)
■若松壮平（宮之城RC)
■田野光彦（宮之城RC）
■中村建一郎（伊集院RC)
■井野元孝洋（小林RC)
■久見瀬克己（小林RC）
■後藤忠夫（延岡東RC)
■柳田英明（延岡東RC)
■甲斐靖二（延岡RC）
■黒木貴則（鹿屋RC)

ご入会、おめでとうございます。

４月30日現在分

●退会者
お疲れ様でした。

■万田周作（小林RC)
■安田幸市（小林RC)
■小幡小百合（宮崎中央RC)
■小林徹也（宮崎RC)
■竹井邦友（延岡中央RC)
■田畑利春（宮崎西RC)
■日野従道（宮崎西RC)
■　津裕二（宮崎西RC)
■川田光弘（奄美RC)
■松元広孝（国分RC)
■船盛富喜夫（国分RC)
■上村國博（鹿児島西RC)
■最勝寺俊昌（都城西RC)

物 故 会 員
敬称略

岡村　俊一【鹿児島RC】
平成26年３月４日ご逝去
（享年95歳）
ロータリー歴 45年
1995～1996年度「超我の奉仕賞」受賞
1988～1989年度ガバナー

■坪井良英（鹿児島SWRC)
■諸正譲治（川内RC)
■吉田恒治（国分RC)
■甲斐裕隆（宮崎中央RC)
■石田竜太郎（宮崎北RC)
■佐藤寿美（宮崎RC)
■緒方保宜（宮崎RC)
■渡邊将史（宮崎南RC)
■大田寛子（宮崎南RC)
■松本佳士（宮崎南RC)
■岩松賢吾（鹿児島RC)
■村岡俊宏（日南RC)
　　　　　合計　25人

■相川久仁子（佐土原RC)
■堤　礼一郎（志布志RC)
■竹下昌吾（阿久根RC)
■尾塚麻衣子（阿久根RC)
■水口正流（伊集院RC)
■花木千鶴（伊集院RC)
　　　　　　合計　19人

佐藤　敏郎【鹿児島中央RC】
平成26年５月24日ご逝去
（享年85歳）
ロータリー歴36年9ヶ月




