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ロータリアンその使命と魅力
国際ロータリー第2730地区
2013〜2014年度

大

迫

ガバナー

三

郎

一度しかない人生を私達は如何に生きるべきでしょうか。自分自身が真に満足できる人
生は何でありましょうか。
私が小学校一年生の昭和16年12月８日に日本は真珠湾攻撃の奇襲作戦でアメリカ及国
際連合国を敵に廻す戦争に突入いたしました。
４年間の悲惨極まりない戦争で300万人からの犠牲者を出した挙げ句敗戦国となりまし
た。しかし、日本は大きな試練を乗り越えて世界から驚異と評価される立ち直り、戦争か
らの復興と発展をいたしました。
お陰様で戦禍から立ち上がった私達日本は、今70年近くに及ぶ平和を享受しています。
経済も世界の一流にはなりました。しかしグローバル化の経済競争、安全保障、東日本震
災復興、エネルギー、少子高齢化、技術革新等々、解決し進むべき課題は山積して居ります。
かつて国の将来に夢をかけ命を捧げてくれた兵隊さん達の奉仕の心に私達は報いていか
なければなりません。これを傳えるのはその時代を生きて来た人間としての責務だと思い
ます。
ロン Ｄ. バートン国際ロータリー会長は
「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」と素晴らしいテーマを掲げてくれました。
ロータリーは中核的価値観を、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップとしていま
す。人類の真の幸福、豊かさを求めています。
その上に立つてロータリーの最も根底にあり第一義である職業奉仕を全うすること。す
なわち人々の為に如何に尽くすことができるか、が職業奉仕を実践するロータリーの原点
であります。その結果として社会への奉仕があります。事業は利益を上げる。即ち儲けな
くてはなりません。しかし儲けの欲望だけが追求される事業は成り立たないし、継続もあ
りません。そこには事業に関わる全ての人々の利益。即ち幸せがなければなりません。
家族、従業員、取引先、お客様などの幸せを提供しなくてはなりません。当然の事では
ありますが、しかし人間の欲望と倫理の間には交錯する深い感情のもつれがあります。
欲望を単純に理性と言う概念のみで抑えるのではなくて、如何に自分自身の心の根底に、
確固として「公正な思いやり」を充実させ、行動に表す事が出来るか、そこに人間として
の修練を求めるのがロータリーであります。
人々や地域社会、国家、そして世界に尽くす。その心を凾養し人格の陶冶を目指して行
動するのがロータリーであります。
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そこに世界のロータリアン約122万人が手をつないでいます。いわゆる一度しかない人
生のより高い生き方を全うするための道を追究することがロータリーであります。
社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕は私達が職業奉仕を通じて得たエネルギー、パワーに
よってこそ達成することができます。
ロータリーこそは一度しかない人生を如何に生きるかを追求し満足の花を咲かせる為の
大事な行動なのです。その土台とは職業奉仕を通じて事業を発展させ、社会に貢献し、更
に自分自身の人格の陶冶、いわゆる人生の満足できる生き方を追究することであります。
我々が胸に付けているロータリーのバッチはロータリーのブランドの貴重な印でありま
す。ロータリーのブランドとは私自身、あなた自身一人一人のロータリアンが担っている
ものであります。
ロータリアンとは
職業奉仕を実践して社会に貢献し人格の陶冶を目指している、
地域と世界のリーダーの「ステータスブランド」であります。
私が掲げている人生の行動の規範は
「ミッション・パッション・ビジョン」〈使命・情熱・将来展望（夢）〉であります。
ロータリーの活動も又、ミッション・パッション・ビジョンであろうと思います。
そこで皆さん、私達は職業奉仕がロータリーの基本である事に深く思いをいたさねばな
りません。
ロータリーの行動の中で不思議があります。ロータリアンを紹介する場合、単にクラブ
名のみの事が殆どです。例えばメーキャップ一つをとってもそうです。私はロータリアン
の紹介は勿論クラブ名は第一ですが、職業も同時に紹介すべきと思います。
ロータリーの原点は、職業を基盤とする分類が第一であります。どんな職業の人かでそ
のロータリアンをよりよく知り親しみを持ち理解するのであります。職業を紹介するのは
当然の事であります。職業を卒業されたロータリアンであっても、かつて職業奉仕に尽く
された方に違いは有りません。誇り有る職業こそはロータリアンの第一の価値であります。
こんな話をいたしますと、ロータリーはあくまで個人でありますからと反論する人がい
ます。勿論個人の存在としてロータリアンを否定するわけではありません。しかし、職業
を基盤とする個人がロータリアンなのです。それぞれが誇り有る仕事に汗を流して職業奉
仕を実践しているからこそロータリアンなのです。どうかロータリアンの皆さん、自分を
紹介し仲間を紹介する時には必ず職業も一緒に紹介しようではありませんか。
さて、会員増強と拡大は私達が達成すべき大事な目標であります。その為の今日、明日
の活動の一番目はロータリーのブランドのしっかりした社会の認知であります。知り合い、
友達を誘う時に先ず大事なことは誘われた人がロータリーに対して評価をして戴いている
かどうかだと思います。
ロータリーに対する評価はロータリアンである自分自身の評価であるかも知れません。
同時にロータリアン自身がミッションである職業奉仕を意識し、パッションに燃えて情熱
を込めて説得するかであります。
私達が職業奉仕を実践して社会に貢献し、人格の陶冶を目指して、地域と世界のリーダー
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としての誇りを持っている限り、多くの人々を情熱と自身を持ってロータリーに誘わなく
てはなりません。
職業に精を出し、社会の為になろうと尽くしている方は、まだまだ沢山居られます。崇
高なロータリー理論を学ぶのも大事ではありますが、私達ロータリアンは一人でも多くの
仲間を増やし、その新しいロータリアンからも多くの事を学ぶ事ができます。ロータリア
ンの良さはロータリアン同士から学ぶ事でもあります。
ロータリアンが所属するクラブこそは国際ロータリーの一番の組織員であり最も大事な
存在です。クラブの活性は会員の継続的交流維持であり、新しい会員の増加であります。
新しい会員は新しい風をクラブに吹き込んでいただけます。新しい風は又新しい風を起こ
し、クラブの活性の風になると思います。ここに新鮮なビジョンが生まれて参ります。
皆さん一人でも二人でも知り合いの方をロータリーに誘おうではありませんか。否、是
非誘って下さりロータリアンとして素晴らしい人生を送って戴こうではありませんか。
最後になりますが、私達はロータリーのバッチに誇りを持つと同時に、このバッチのも
とロータリーを楽しまなくてはなりません。近代日本の大事業家渋澤栄一は論語と算盤と
いう理論で商売と倫理の同一整合を説いています。論語の一節に『これを知る者はこれを
好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず』とあります。ロータリーを即
ち職業奉仕を実践しミッション・パッション・ビジョンでロータリーを充分楽しもうでは
ありませんか。

『公式訪問の感動 !!
全クラブ会員に感謝です』
−公式訪問での大歓迎の対応は一生忘れません−

『地区大会の素晴しい感動 !!
熱い心をありがとうございました』
−参加された会員がこぞって大会を盛り上げて
戴きました。この情熱を各クラブの活性にしましょう−
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ガバナー公式訪問の感動 その③
きもつきＲＣ
会長 上

原

樹

縁

８月 20 日（火）きもつきクラブ第 1031 回、
今年度第７回例会を、大迫三郎ガバナーをは
じめ、白坂文夫ガバナー補佐、橋口正樹地区
幹事ご臨席のもと、公式訪問として開催でき、
心よりうれしく思い感謝申し上げます。
例会前の懇談会では、１時間余りではあり
ましたがとても有意義なひと時を過ごさせて
いただきました。私ども会長・幹事・ＳＡＡ
の方針や概要、抱負などにも耳を傾けてくだ
さり、
的確なご助言や勇気づけを賜りました。
またＲＩやガバナー方針をしっかりと理解
し取り込んでいるという評価もいただき、安
心いたしました。また、大迫ガバナーのロー
タリーエピソードもいくつかお聴かせいただ
き、大迫ガバナーのお人柄や情熱といったも
のにも触れさせていただきました。「ロータ
リーはいいよ！楽しいよ！」と再確認させて
いただきました。
当日は100％出席を目指してはいたもの
の、所要の為、会員26名中21名出席で出席
率80.77%でした。が、とても充実した内容
になりました。公式訪問のなかで、大迫ガバ
ナーよりアドレスを賜り、写真撮影、クラブ
フォーラム（職業奉仕）と進行いたしました。
フォーラムでは、当クラブの久木山君、前田
君が職業奉仕について発表し、全員での意見
交換となりました。岩下君の「職業奉仕４つ
の反省」の紹介もありました。自由闊達なフ
ォーラムとなりました。
大迫ガバナーが、「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」
のなかでお示しになられた「ロータリーの第
一の基本的目的は職業奉仕であり人格の陶冶
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である。これに懸命に尽くすことはロータリ
ーの原点である」や「職業奉仕は単なる理念
ではなく実践活動である」などから、大迫ガ
バナーが日頃から追求心や情熱をもって行動
されている所以を改めて感じた次第です。
今回の公式訪問で得た知識や情熱を、きも
つきクラブの改善化・活性化に繋げていける
よう、思いやり３原則（手伝う・励ます・あり
がとう）の気持ちで実践して参ります。感謝

志布志ＲＣ
会長

坂

田

直

喜

去る八月二十日午後八時半過ぎ、無事公式
訪問の行事を終えて、肩の荷が降りたことを
実感し、ほっとしたことを思い出します。
会長就任時より、「公式訪問の件」がずっ
と頭を駆け巡りどのようにお迎えしようかと
不安の連続でした。課題が「職業奉仕につい
て」ということで三人の発表者を誰にするか
選任することから悩ましいことでした。しか
し、この件は、私の杞憂でもありました。理
事会にて、三人にこの件を了解していただ
くのもすんなりいってとてもうれしく思いま
した。実体験の発表ということで、大迫カバ
ナーに講評を戴いた際にもとても好意的にお
話があり、深い感動を受けたことを思い出し
ます。志布志ロータリークラブの稲付前会長
から常々言っておられた「ガバナー公式訪問」
が終わると会長としての仕事は、半分終わっ
たようなものというのが実感できます。
会長として過ごしたのはまだ二ケ月ほどで
すが、残りの任期、気負わずやっていこうと
思います。会員の皆様のご協力よろしくお願
いします。

奄美瀬戸内ＲＣ
会長 楢

林

貴

浩

７月９日に大迫三郎ガバナーご夫妻がご来
島され、奄美中央ロータリークラブの公式訪
問後、私と小森幹事も合流し地元両新聞社の
表敬訪問から同席致しました。
夕方より奄美３クラブの合同歓迎懇親会
で、当クラブさざなみ会のオープニングの祝
舞と余興で加計呂麻音頭を披露し、少しです
が花を添えることが出来たと思います。一緒
に踊った会員は練習不足で揃ってなかったと
思いますが、そこはロータリーの友情で笑っ
てお許しください。
私ども奄美瀬戸内ロータリークラブは、翌
日10日に大迫三郎ガバナー、谷芳成ガバナー
補佐をお迎えして、ガバナー懇談会、公式訪
問、クラブフォーラムを開催致しました。
大迫三郎ガバナーから「奄美は初めてです
が、素晴らしい。ここに来て良かったと言え
る環境ですね。」「瀬戸内クラブは、全員で活
動されてロータリーそのものを実行していま
すね。
」と大変心温まるお言葉をいただきま
した。また「ロータリーの本質とは職業奉仕
を実践して社会への貢献と人格の向上を目指
す地域と世界のリーダーのステータスブラン
ドである」とのご指導誠にありがとうござい
ました。
大変有意義な公式訪問となりました。
会員一同心より感謝申し上げます。私もロー
タリー活動の中で大迫三郎ガバナーの話され
た素晴らしい「生き様」を学んで行きたいと
思います。大迫三郎ガバナーが私たちをご指
導いただいている間に令夫人は奄美中央クラ
ブのなでしこ会、当クラブさざなみ会と加計
呂麻島を観光していただきました。夜の食事
会で令夫人より満足されたこと拝聴し、大変
安心致しました。また令夫人よりさざなみ会
にご配慮までいただき誠にありがとうござい
ました。
大迫三郎ガバナーからのお言葉を胸に職業

奉仕そして地域のニーズに合った奉仕活動を
精励致します。また10月にはドイツからの
VTTチームをお世話することになっており
ますので、奄美クラブ、奄美中央クラブと協
力して良い研修をお勧め出来ますよう頑張っ
てまいります。どうぞ今後ともご指導よろし
くお願い致します。

鹿屋ＲＣ
会長

窪

田

秀

作

大迫ガバナー、白坂ガバナー補佐をお迎え
しての公式訪問例会を８月21日に開催する
ことができました。会場玄関で、会長、会長
エレクト、カバナーエレクト、幹事でお迎え
をし、懇談会会場へ大変緊張していたのを覚
えております。名刺交換後、自己紹介も自分
の職業に関することであり会話の中で緊張も
ほぐれ「何処ロータリーの誰でなく、何々会
社の誰であるの方が記憶に残ります」との話
が印象に残りました。基本方針、主な事業の
説明、今年度夢計画等の説明をさせて頂き、
事業の継続性また広報の必要性など多くのア
ドバイスを頂きました。また後半では次年度
ガバナー輩出クラブであるということで、ガ
バナーエレクトを中心に今から取り組むこと
等具体的な経験をもとにお話しいただき、今
年度でクラブとしての準備は済ませておくよ
うにと話があり、身の引き締まる思いが致し
ました。ガバナーアドレスでは職業奉仕につ
いて経験談を踏まえ分かり易くまた心に響く
指導をいただきました。
クラブフォーラムでは当クラブより２名の
会員から発表があり、当初３名程度という依
頼もありましたが、元気のある若い会員が良
いと思い２名にさせて頂きました。当然時間
的不安と、内容についても職業奉仕について
としか説明をしておりませんでしたが、その
中で１名は職業が奉仕であることの話をし、
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もう１名は職業が奉仕に変わった話でありま
した。私自身もまた会員も大変感動を受けま
した。ガバナーからも大変感動を受けたとの
講評を頂きました。
今回のガバナー公式訪問では改めて会員全
員が職業奉仕について考えアドバイスをいた
だき、また会員の卓話により、深く感動がで
きました。
猛暑の中の訪問、ガバナーには感謝申し上
げご報告といたします。

れにガバナーやガバナー補佐より温かいお言
葉をかけていただき、緊張の中にも和気あい
あいとしたフォーラムではなかったかと自画
自賛しています。
新年度が始まって早や２ヶ月。一つの大き
な山場を無事に越えることが出来て少しホッ
としています。まだまだこれからも年度中に
は若い会員の入会や女性会員の検討などの目
標達成に努力するとともに、来年5月に当ク
ラブが担当する地区研修・協議会の準備に至
るまで、御指導を仰ぎながら少しずつ楽しみ
ながら活動していきたいと思っています。

かのや東ＲＣ
会長 河

本

正

己

2013年度から2014年の新会長に任命され
た時より、新年度の体制作り、活動計画書の
作成、全員クラブ協議会までの道のりが一番
気がかりでした。
そして、８月22日(木)、新年度が始まった
７回目の例会で国際ロータリー第2730地区：
大迫三郎ガバナー、白坂文夫ガバナー補佐、
橋口正樹地区幹事様をお迎えしてのガバナー
公式訪問が開催されました。公式訪問例会直
前の懇談会ではガバナーより「ミッション・
パッション・ビジョン〜職業奉仕について」
のお話をお聞きした後、御三名を前に会長・
幹事・副会長からそれぞれの抱負や所感をお
話させていただきました。この時まではまだ
異常に緊張していたようにも思えますが、い
よいよ会場に移動する際には我がクラブの
頼もしいメンバー達が大きな拍手と笑顔でガ
バナー御一行と我々を共に温かく出迎えてく
れ、その瞬間に緊張感もだいぶ緩んだような
気がします。
クラブフォーラムでは、酒類製造業と小児
外科医である２人の会員がクラブを代表して
「職業奉仕に関する」ことを時には笑いを、
時には真剣に緩急を上手くつけながらそれぞ
れ15分程度ずつ語ってくれました。それぞ
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都城中央ＲＣ
会長

橋

口

康

雄

７月25日（木）、中山荘で６時から、大迫
三郎ガバナーと木佐貫カバナー補佐を迎え
て、ガバナー公式訪問を開催しました。初め
てのことで不安がいっぱいでした。
いよいよ、公式訪問前の、懇談会が緊張
の中で始まりました。しかし、ガバナーの気
さくな人柄で、穏やかないい雰囲気の中で話
が出来ました。「よし、動こう、ロータリー」
をクラブテーマに、基本方針と努力目標を話
し、また前年度から、CLPを導入しましたが
今年度は、より改善し実践しております。し
かし、CLPについては、地区委員会との温度
差があると感じています。ガバナーの基本方
針に沿うように年間プログラムを計画し、特
に、会員が31名しかいないので、会員増強
委員会を復活し、会員の拡大に力を入れ、現
在で５名増えております。もっと増やすこと
がロータリーを活性化し、奉仕活動の実践に
繋がると思います。と話しました。このこと
について、ガバナーより感想と貴重な意見を
いただきました。例会では、ガバナーのアド
レスを、みんな、真剣に聞き入っていました。
RIの考え方やガバナーの活動方針が理解で

きたと思います。最後に、クラブフォーラム
では、職業奉仕について、二人の会員が職場
で実施している奉仕活動を報告しました。発
表後に、ガバナーより感想を頂き、すべての
公式訪問例会を終ることが出来ました。大迫
ガバナー、ご指導頂き大変ありがとうござい
ました。

伊集院ＲＣ
会長 久

保

等

当伊集院クラブでのガバナー公式訪問は、
台風が指宿に上陸した９月４日（水）に行わ
れました。大迫ガバナーと湯徳ガバナー補佐
は前夜からの暴風雨の中、大変だったことと
お察し申し上げます。
例会の前に行われた会長・幹事・会長エレ
クト懇談会ではクラブの現状、今年度の方針
を説明し、それに対して大迫ガバナーより具
体的なアドバイスをいただきました。また、
会長になってから感じている疑問点を本音で
相談し、質問したら、分かりやすく的確なご
指示をいただきました。厚く御礼を申し上げ
ます。
例会でのガバナーアドレスでは、「之を知
るものは、之を好むものに如かず。之を好
むものは、之を楽しむものに如かず」という
論語の中にある言葉について熱く説かれまし
た。そして、
「
『感動』は大事であり、仕事上
のエネルギー源です。ロータリーは難しいこ
とを言ってはいません、日々の仕事をきっち
りやりましょう、そして最後には自分の品格
を高めていきましょう」という言葉で締めく
くられました。心のこもった、理解しやすい
ガバナーアドレスでした。大迫ガバナーの真
面目な生き方が、会員のこれからのロータリ
アンとしての活動の指標になることと思いま
す。クラブフォーラムでは「私の事業と職業・
社会奉仕」という題で、神野宜訓会員と橋口

修治会員に発表してもらいました。神野会員
（新聞販売業）の販売店では朝早く、社員が
新聞配達する時には必ず、配達先近くの独居
老人の状況を確認する。そして、健康上問題
がないか、隣近所の人にも声かけ運動をして
いるということです。
橋口会員（不動産業）は37年前に仕事で四
国に行った時、手持ちのお金が全くなくなっ
て見知らぬ人に大変お世話になり、その時の
感謝の心を今の仕事に活かしているという話
でした。ガバナーは「大変素晴らしいお話で
した」と感想を述べられました。
大迫ガバナー、湯徳ガバナー補佐にはお疲
れのところ、色々とご指導をいただきありが
とうございました。

頴娃ＲＣ
会長

中

村

多

聞

９月５日（木）、大迫三郎ガバナー、湯徳
数昭ガバナー補佐をお迎えして公式訪問例会
が開催されました。会長・会長エレクト・幹
事懇談会に続き、例会においては、会員一
同が盛大な拍手でお迎えする中、連日の過酷
なスケジュールを感じさせない笑顔で入場を
される大迫ガバナーを拝見し、緊張の面持ち
であった会員一同の表情が一気に和らいだこ
とを思い出します。大迫ガバナー、湯徳ガバ
ナー補佐のご紹介に始まった例会でのアドレ
スでは、「職業奉仕」について、ガバナーご
自身の想いを解りやすく、丁寧にお話くださ
いました。「自分の職業とロータリアンとし
ての誇りを持って邁進し、幸せを提供するこ
とこそ『職業奉仕』である。」旨の言葉をい
ただき、改めて自覚と自信を深めることがで
きました。記念撮影の後、クラブフォーラム
として、児玉会員、鶴田（正）会員、西村会
員の３名が「私の事業と職業奉仕」のテーマ
で発表しました。児玉会員、鶴田（正）会員
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は緊張した様子でしたが「郵政事業」「保険
業」についてすばらしい発表をしてくれまし
た。西村会員は自身の旅館業のことはもちろ
ん、地域と一体となった「将来を見据えた地
域づくり」
、
「若手の育成」他、多方向からの
視点による地域興しについて大変参考になる
発表であり大迫ガバナーも大変感銘を受けて
おられる様子でした。その後、福元職業奉仕
委員長が、当クラブの職業奉仕の方向性につ
いての話をされ、これらに対して、湯徳ガバ
ナー補佐、大迫ガバナーの順に講評をいただ
き、職業を通じて奉仕をする姿勢等について
お褒めの言葉をいただきました。最後は大迫
ガバナーが自ら音頭をとり三本締めでフォー
ラム終了となりました。ここで名残惜しい別
れの時、
と思いきや、福元会員が提案した、
「頴
娃の観光地めぐり」にお付き合いいただくと
いう嬉しい予定変更。会員数名と釜蓋神社、
番所鼻公園、タツノオトシゴハウスの観光地
を散策、西村会員の「いせえび荘」で「おも
てなし」をいただいた後に頴娃を後にされま
した。短い時間ではありましたが、大迫ガバ
ナーのお人柄にふれ、ご指導を賜り大変有意
義な時間を過ごすことができましたことに心
より感謝申し上げます。大迫ガバナー、湯徳
ガバナー補佐、誠にありがとうございました。
そして公式訪問を成功に導いてくれた頴娃ク
ラブ会員に御礼申し上げます。

区大会での「職業奉仕の基本理念」について
の深川パストガバナーの講演で聞いたことに
ついて話しましたところ、ガバナー講評でそ
れをさらに詳しく掘り下げ、他の職業奉仕の
スペシャリストであるパストガバナーの話も
され、会員ともども「職業奉仕とロータリー
の魅力」について有意義なフォーラムでした。
この機会をスタート台にして、本年度の
「ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を」
のテーマを目標にロータリー人生を楽しんで
いきたいと考えます。

姶良ＲＣ
会長 前

田

宣

久

大迫ガバナーには、去る９月11日公式訪
問して頂き誠に有難うございました。フォー
ラムのテーマが「職業奉仕とロータリーの魅
力」でしたので、３人の会員がそれぞれの職
業を通じて、どのように社会奉仕しているか
を、体験を発表致しました。
昨年の11月10日鹿児島市でありました地
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国分ＲＣ
会長

宮

脇

昌

也

９月12日AM11：20、大迫三郎ガバナーと
尾野ガバナー補佐をお迎えして胸の鼓動高
まる緊張の中での会長・幹事懇談会が始まっ
た。
入会６年目、ロータリー歴の浅い私の中で
ガバナーからどのような質問をされるのかと
考えるだけで緊張感が高まる。しかし、大迫
ガバナーの人柄の良さなのか、ゆっくりとし
た落ち着きのある口調なのか、和やかな雰囲
気の中で不思議と緊張が和らいだ。
会長・幹事の今年度抱負・クラブ活動計
画等や会員増強・会員維持、２年後のクラブ
40周年に向けての準備委員会の発足などを
説明。ガバナーより会員名簿についてお褒め
の言葉や、その他貴重なご意見を頂き懇談会
を無事に終了した。
ガバナーアドレスにおいては「職業奉仕と
ロータリーの魅力」についてお話を頂き、そ
の後のクラブフォーラムでは４人の会員の
方々に「職業奉仕と私」
「私の事業と職業奉仕」
のテーマで発表をして頂き、それぞれの立場
やこれまでの体験、職業を通しての奉仕に対
する考え方について話をされ予定時間を25
分も超過する大変有意義なフォーラムとなり

ました。
またフォーラム終了後は次のスケジュー
ルまでの僅かな合い間の中、 尾野ガバナー
補佐のご配慮により当クラブの提唱するロー
ターアクトクラブ（今年度RA地区代表・幹事）
と大迫ガバナーとの対面という貴重な時間を
頂きました。アクト会員と真剣にお話をする
ガバナーのお姿を拝見し、ここでも人柄の良
さと誠実さを確認できる１日となりました。
当日の夜は中部分区５クラブ会長幹事会に
もご出席頂き、楽しいひと時の中での意見交
流もできました。
公式訪問、ご苦労様でした。

国分中央ＲＣ
会長 川

畑

隆

光

去る９月12日、ガバナー公式訪問が開催さ
れました。ガバナーアドレスではロータリー
の本質を再確認いたしました。また例会の中
で、ポールハリスフェロー 11名とベネファ
クター１名の贈呈式があり、華やかなひとと
きとなりました。さらにガバナーから先週入

会した新入会員へ、あたたかい言葉をいただ
き一転会場がやさしさに包まれました。
フォーラムでの１人目の発表者は、職業奉
仕の見解について、また「四つのテスト」が
自分の仕事や人生の柱になっている等々の発
表がありました。
ガバナーから「ロータリアンの矜持」につ
いて解説をいただきました。また「文明社会
の先行きについて、日本は世界の見本となる」
と、凜となる講評で締めくくられました。
２人目の発表者は、職業倫理の見識につい
て、また「誠実、公正については、誰にも負
けないという気持ちで仕事をやってきた」と
の固い信念に私自身心打たれました。さらに
「自分は食べなくていいが社員を食べさせな
いといけない」と、利他の精神が印象に残る
発表でした。
ガバナーから、地元地域への熱い想いや現
実的な奉仕の取り組みなど「素晴らしい」と
講評をいただきました。
３人目の発表者は、新燃岳の被害で被災者
を救援された話やご家族の事故に携わった医
療関係者（プロフェッショナル）の方々につ
いて実例を挙げて説明をされました。最後に、
職業奉仕を通した「夢」を具体的に発表され
結びとされました。
ガバナーから、ご家族の容易ならぬ事態に
も、例会にご出席していただいたことに感謝
の気持ちが表され、思いやりの気持ちに包ま
れて、フォーラムが閉会となりました。
職業奉仕の理解が深まり、また人生のあり
方について示唆に富む公式訪問でした。大迫
三郎ガバナーから「感動」を頂きました！あ
りがとうございました。

お知らせ
来月の月信新春号は、以前クラブ会長様よりお預かり致しました、「会長
就任挨拶」を掲載致します。長らくお預かりしておりましたが、各会長様よ
り原稿が集まりましたので、新春に相応しく、40ページ増大号での掲載を
予定しております。
心新たにクラブの活性・会員増強・奉仕の実践への助けとなれば幸いです。
※「カバナー公式訪問の感動」は２月号へ続きます。
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お便り紹介

先日開催されました『地区大会』に於いて、
関係各位よりお便りを戴きました。
ここにお礼を申し上げますとともに、謹んでご紹介させていただきます。

パストガバナー 伊藤 学而様（地区戦略計画委員長）
さて、大迫ガバナーに置かれましては、今年度の地区大会を成功裏に開催されまして誠におめでとうございました。
心からお歓びを申し上げますとともに、ロータリーが掲げる「職業奉仕」の理念を主題とし、それを地区大会を通し
て見事に展開されて参加者全員に大きな感動を呼び起されました。
まさに「ミッション・パッション・ビジョン」そのものであり、大迫ガバナーの企画力と実行力の見事さに、改め
て心から敬意を表するところです。
有難いことに当地区では、多くの皆様のご協力の元にガバナー・デジグネートまで決めることが出来ました。地区
始まって以来の慶事です。今こそ「ミッション・パッション・ビジョン」を実践し、地区の基盤を固めて時代の要請
に応えていかねばなりません。今年がその基点になることでしょう。
末筆ながらご健康に留意され、ますますのご活躍を祈念いたします。
第2700地区ガバナー 穴井元昭様（福岡県）
前略 無事に公式訪問・地区大会の大役を果たされておめでとうございます。二日目の後半から盛り上がり、三日
目も感涙にむせびました。大変情熱的な大会でした。奥様にもよろしくお伝え下さい。お土産まで頂き誠に有難うご
ざいました。 草々
VTT ドイツチーム通訳 大迫忠之様
先日は、国際ロータリー地区大会におきまして上川咲男様によるご紹介の光栄を賜りました。私はロータリアンで
はないにもかかわらず、上川 VTT 委員長・米丸同副委員長のお声掛けにより VTT 研修プログラムに参画させてい
ただくこととなり、地区大会にまでご招待いただいた次第でございます。10 月 5 日に鹿児島大学で行われましたシ
ンポジウムの席でご挨拶申し上げるべきでございましたが、機会を失してしまいました。改めてお詫び申し上げます。
VTT 研修プログラムは、国際ロータリーの広範囲な活動の中にありましては一事業に過ぎないようでございますが、
とても重要な社会的そして国際的意義を備えたプロジェクトであると感じております。今回の研修テーマは有機農業
ということでございましたが、より広く環境エネルギー問題をも取り込んだ素晴らしい研修となりました。期間中は、
国際ロータリーの皆様から誠意あるご協力・ご尽力を賜り、昨 18 日には、満足感に充ち溢れて帰国するというドイ
ツ研修チームを空港にて送ることができました。
3 週間に及んだ研修の中で、私が通訳として同行した部分は 2 週間ほどでございましたが、今後の自分にとりまし
て非常に有意義で示唆に富んだ仕事であったと感じております。こうした機会を与えて下さいました国際ロータリー
の皆様方に心より感謝御礼申し上げます。
末筆ながら、大迫ガバナーのますますのご活躍と、ご健康をお祈り申し上げます。またお会いできますことを心よ
り願っております。

「大淀川親子ウォーキング」
に行こう！
平成25年11月３日（日）午前９時30分から、宮崎市中心部
を流れる大淀川の堤防や河川敷を親子で楽しくウォーキングす
るイベントがありました。このイベントは、大淀川の自然、歴史、
防災、橋などについてクイズを解きながら美しい大淀川や宮崎
をつくるにはどうしたらよいか、地域の子供たちに大淀川につ
いて学んで欲しいとの思いから、宮崎南ロータリークラブはＮ
ＰＯ法人大淀川流域ネットワークのこのイベントを毎年共催後
援してきました。この度のイベントでは、保護者37名、園児
と小学生37名が参加しました。
このイベントでは、クイズ形式で大淀川に架かる天満橋と高
松橋の特徴、高松橋のそばの上下水道局とその役割、大淀川の
堤防が耐えられる最高水位（＝計画高水位＝6.4ｍ）と表示板
の読み方、大淀川左岸の橘公園にある川端康成の文学碑や橘橋
の石碑、国交省が想定する津波の水位（橘公園付近は約6.4ｍ）
等を学ぶことができました。クイズのなかには回答者が子供で
あることを失念したかのような難しい問題もありましたが、保
護者も子供たちも大いに学びながら日曜日の親子ウォーキング
を楽しんでいました。
このイベントは、参加者にとって大淀川流域のことをさらに
よく知る機会にもなり、また、これが防災にも役立つことと思
いますので、大変有意義なイベントであったと思います。
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宮崎南ロータリークラブ
社会奉仕委員長 山地久守

米山学友会報告
私の留学生活
米山交換留学生

金

験体にして体づくりに励んでいます。授業で学
んだ知識をただ覚えるだけではなくそれを実践
に応用してトレーニングを行っています。そう
することで学んだ知識もよりしっかり覚えるよ
うになりました。栄養と食事においてもいろん
なサプリメントを飲んでみたりして他人に説明
ができるよう、特徴を掴んだり効果をチェック
したりしています。そうした結果１年半で体重
を17kg増量することができました。今月20日に
は東京都北区ボディビル選手権大会に初出場を
果たしました。目標だった決勝に残れなかった
ものの、とてもいい経験になりました。来年はベ
スト３を目指してこれからも頑張りたいです。
将来のため、これからも毎日を大切にし、好
きな体育学をしっかり学び、自分を磨きあげて
少しでも目標、夢に近づけるよう頑張ってやっ
ていきたいと思います。

学范

現在、私は鹿屋体育大学の体育学部、スポー
ツ総合課程３年生です。学校の授業とゼミ研究
が学習の中心になっています。
授業としては、主にスポーツサイエンスに興
味を持っておりまして、スポーツサイエンス理
論や体育学実験演習、生涯スポーツマネジメン
ト論などの授業に出席し、人体の諸機能に関す
る生理的知識や健康維持、増進、疾病予防の方
策などの知識をしっかりと学んでいます。将来
のため、最新のスポーツ科学の知識を有し、そ
れを生涯スポーツや健康づくりの指導に実践
的応用できる能力を身に付けようと思っていま
す。３年生になってからはより専門的な知識に
触れるようになりましたのでますます体育学の
面白さを感じるようになりました。これからも
しっかりと体育学を学び、研究していきたいと
思います。
それから、現在私は将来健康関連の仕事をし
たいという希望もあり、人体の生理学、栄養学
的な知識を身につけようと思って自分の体を実

親睦ゴルフ会報告
南九州大崎ＲＣ

白山

正浩

11月２日
（土）
曇り空の中、南九州大崎ＲＣを
ホストクラブとして、曽於郡大崎町の大隅カン
トリークラブで健康増進と親睦を図る目的で、
鹿児島県東部分区８RC親睦ゴルフ大会を開催
しました。
本大会は、近隣クラブとの交流の場として、
毎年盛大に開催され他のクラブの方々との親睦
を図れる有意義な大会でもあります。
スタート前の集合では白坂文夫ガバナー補佐
よりご挨拶をいただき、26人が参加しての、に
ぎやかな親睦ゴルフとなりました。
参加者は珍プレー好プレー織り交ぜながら、
スコアに関係なく思い思いに終日ゴルフを楽し
みました。
表彰式は久徳博文会員の名司会のもと、楠田
利浩会長の挨拶、
各賞の発表等が行われ、
ジョー
クを交えての楽しい表彰式となりました。今年
は特別に白坂ガバーナ補佐より誕生日に因んだ
カバナー補佐賞を提供していただき、おおいに
盛り上がりました。
串良クラブの吉留一幸さんが見事優勝をかざ
り、和気藹々とした雰囲気の中、大会を無事終
了することができました。

毎年開催されますので、上手下手を問わず、
是非次回は多くの参加をよろしくお願いしま
す。
主な成績及び参加クラブは次の通り。
参加クラブ
鹿屋ＲＣ 串良ＲＣ 鹿屋西ＲＣ 志布志ＲＣ
かのや東ＲＣ きもつきＲＣ 志布志みなとＲＣ
南九州大崎ＲＣ
成
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績

１位 吉留 一幸（串良）
２位 田中 俊實（鹿屋）
３位 岡留 洋治（志布志みなと）
ベスグロ 岡留 洋治

ロータリー財団

VTT委員会からの報告
国際ロータリー第1950地区
ドイツ職業研修チーム報告について
国際ロータリー第2730地区
ＶＴＴ小委員会 委員長 上川 咲男
（鹿児島南ＲＣ）
国際ロータリー第2730地区の職業研修チーム
（Vocational Training Teams）プログラムは、山
下パストガバナー年度に準備し、今年度大迫ガバ
ナー年度の９月28日
（土）〜10月18日
（金）の21日
間、ドイツ第1950地区より５名の有機農業スペ
シャリストの受け入れを実施致しました。
「未来
の夢計画」がスタートし、
初めての試みでしたが、
「有機農業を通して世界の子どもたちに安全な食
材を」テーマに、すべてのスケジュールが滞りな
く終了しましたことをここにご報告致します。
メンバー受入に際し、特に受入分区ガバナー補
佐の皆様（鹿児島県中部分区ガバナー補佐 尾野
龍一様、鹿児島県市内分区ガバナー補佐飯野和男
様・有村茂樹様、奄美分区ガバナー補佐谷 芳成
様、宮崎県中部分区ガバナー補佐尾 敏弘様）を
はじめ、関係クラブ会長・幹事、ホストファミ
リー、関係機関、有機農業関係者の皆様には大変
お世話になり、感謝しております。大迫ガバナ
ーをはじめ多くのロータリアンの多大なるご協力
のお蔭で、来日ドイツチームメンバー（リーダー
Ms. Carolin Ullrich、Mr. Arne Petruschke、Mr.
Ludwig Asam、Mr. Stefan Simon、Mr. Jurgen
Herrle）にとって充実した研修となりました。ド
イツ第1950地区ガバナー Mr. Bernd Koob・職業
研修チーム委員長 Ms. Barbara Graserも非常に喜
んでいるとのことです。本当にありがとうござい
ました。

ドイツチーム。熱心な農作現場での一コマ

鹿児島大学でのシンポジュウム
− 12 −

トピックス

▲

平成25年10月6日
（日）
南日本新聞

ドイツでの有機農業の生産
普及割合は９％になってい
居ります。日本での普及は
未だ0.2％で市場性と合わ
せて将来への課題です。

▲

平成25年10月16日
（水）
南海日日新聞

ドイツチームの熱心
な研修は多くの人々
に共感と話題を呼び
ました。

▲平成25年10月6日
（日）
奄美日日本新聞

平成25年10月７日（月）▲
南日本新聞

都城中央ＲＣより

▲

国分ＲＣより▼

平成 年 月 日
︵土︶
▲南日本新聞
25
10
19

平成25年▲
11月６日
（水）
宮崎日日新聞
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

10 月 の 寄 付 金 傾 向

入 退 会 報 告
●入会者
■池田小百合 （日向東ＲＣ）
■鈴木雅也 ( 国分ＲＣ）
■野村淳二 ( 国分ＲＣ）
■山下眞里子 （鹿屋西ＲＣ）
■城野正明 （鹿児島ＲＣ）
■久山政明 ( 鹿児島ＲＣ）
■竹山太一 ( 鹿児島北ＲＣ）
■佐藤雄二 （延岡東ＲＣ）

10月31日現在分

●退会者

ご入会、おめでとうございます。
■長友由香理 （日向中央ＲＣ）
■小林啓二 （宮崎ＲＣ）
■大野 勇 （宮崎南ＲＣ）
■松下 実 （宮崎東ＲＣ）
■荒谷 功 （西都ＲＣ）
■小園裕之 （小林ＲＣ）
■安藤勝盛 （都城ＲＣ）
合計 15 人

■柳田安弘 （門川ＲＣ）
■山下純一 ( 国分ＲＣ）
■野村淳二 （姶良ＲＣ）
■田島滋巳 （延岡東ＲＣ）
■竹内三郎 （宮崎西ＲＣ）
■川田多希子 （宮崎南ＲＣ）
■内村興治 （宮崎南ＲＣ）
■海老原隆文 （小林ＲＣ）

− 16 −

お疲れ様でした。
■伊黒俊彦 （都城ＲＣ）
合計

９人

竹内三郎パストガバナーのご功績を讃えますと共に、
謹んで御冥福をお祈り申し上げます。
竹内パストガバナーは1995〜1996年度のガバナーとして活躍され、竹内病院院長
として高い医療技術で職業奉仕を実践され、多くの人々の為に尽くされました。ロー
タリアンとして素晴らしい範を示されました。ありがとうございました。

物 故 会 員
有村 文宏【延岡東RC】
平成25年9月20日ご逝去
（享年85歳）
ロータリー歴 47年８ヵ月

中原 平一郎【鹿屋西RC】
平成25年9月21日ご逝去
（享年88歳）
ロータリー歴 47年
チャーターメンバーであり、
出席表彰（44年皆勤）

竹内 三郎【宮崎西RC】
平成25年10月15日ご逝去
（享年92歳）
ロータリー歴 48年
パストガバナー
1995〜1996年度ガバナー

田島 滋巳【延岡東RC】
平成25年10月23日ご逝去
（享年79歳）
ロータリー歴 36年

国際ロータリー第2730地区
2013−2014年度
ガバナー

敬称略

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
FAX.0985-61-7735
−TEL.0985-61-7728
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