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鎌田 博文

皆さん今日は、友あり遠方よりきたる。先ほどご紹介
いたしましたが、姉妹クラブである御坊南ＲＣの皆さ
んがお越しいただきました。姉妹クラブ更新のこと等
につきまして打ち合わせをいたしました。詳しいこと
については後ほど山浦栄己幹事さんよりご報告いた
だくことになっています。
次に、本日のプログラムは先だって開催されました
地区協議会の報告となっています。次年度の運営方針
等のご案内もお聞かせいただけるものと思います。ど
うぞ宜しくお願いします。
さて、
「アンタ、ハヨシタホウガヨカナ」
「コンタ、
アブネジカタヅケチョコ」と、せっかく気付いていな
がら「ツイデントッデ、ヨカガ」と、後回しにしてし
まって、
「ヤッパイアントッ、シチョケバヨカッタ」
と後悔することがあります。馴れや慢心が引き起こす
災害や事故の直接の原因は、こうした甘い判断による
ことがあります。ある本に、
「気付いたとき、それは
そのことを処理する最高のチャンスである」とありま
した。気付いたとき、すみやかにさっと処理する。
＜気付くと同時に行う＞これが成功の秘訣でありま
す。先延ばしにすると、次第に条件が悪くなります。
事情の最高潮に達した時の波動は、人の脳に伝わり事
故を未然に防げるだけでなく、的確な判断力・決断力
がついてくるのです。＜気付く＞ということを分析し
てみますと、先ず経験によって気付く場合、自分自身
の過去の失敗や成功を基盤にして気付く、次に知識に
よって気付く場合、医学や科学、物理的ないわゆる学
問から得た知識によって気付く能力です。

次に五感により気付く場合、文字通り、視覚、聴覚、嗅
覚、触覚、味覚、これらを総称して五感といいますが、
見逃せないのはその次にやってくる第六感によって気付
く場合であります。
これは生命感覚のような、次元の高い＜気付き＞であ
り、別の表現をするなら、人間を生かしている目に見え
ない偉大な力、宇宙の営みによって気付かされるという
ことであります。いずれにしろ、物事や事象にいかほど
きづくかによって、人の生き方は変わっていくものでは
ないかと思います。
ロータリーでは、いろいろなものに出会い、そして＜
気付き＞、感動を覚える機会がいっぱい準備されていま
す。それを自分のものとして積極的に取り入れ活かして
いただきたいと思います。

□幹事報告
○

山浦 栄巳

ガバナー事務所…ＲＩ為替レート６月
１㌦ １１８円（現行 118 円）
○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№284
○ ＲＩ日本事務局…次年度会長へ
＊ロータリー財団について書簡
「毎年あなたも 100 ㌦を」
○ 都城市人権啓発推進協議会…
平成１９年度人権啓発活動
プラン募集要項について（ご案内）
○ 2007-2008 ﾛｰﾀﾘｰ手帳（注文者のみ）
□クラブ報告事項
○ ６月定例理事会
5/30（水）11:00-中山荘
○ クラブ協議会
5/30（水）18:30-中山荘ﾙ
＊公式訪問書をご持参下さい。
○ 次年度ｸﾗﾌﾞ協議会 6/6（水）18:30-中山荘
○ ４ＲＣ合同ゴルフコンペ 5/24（木）スタート
10:00-三州ＣＣ
○ 本日 19:00-中山荘
「竹と風の学校」安斉先生卓話の会
○ 次年度事業計画書の提出
5/30 です。

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

5/9
5/16

６６名
５名
48 名
78.69％
95.08％
93.44％

◎ ＳＡＡ報告

前田

勇

◎ ニコニコ箱
御坊南・塩路 哲英…昨夜から会長・幹事様にお世話になりあり
がとうございました。今後姉妹クラブとして親睦を
深めて行きたいと存知ます。よろしくお願いいたし
ます
御坊南・増田 順一…突然お邪魔いたしました。次年度姉妹クラ

届出有

甲斐 永野 久木野

ブ委員長です。よろしくお願いいたします

天水

河東 串間 藤岡 福本 岩下

御坊南・森本 旭…今後ともよろしくお願いいたします

中村静 吉田勉 福永直

鎌田 博文…御坊南ＲＣの皆様ようこそおいで下さいました
山浦 栄巳…小田次年度会長他、次年度理事皆様地区協議会ご苦

ＭＵ有会員

労さまでした。御坊南の皆様今後ともよろしく

518

都城

上田

5/17

中央

柳田 河村 吉田努 藤岡

小田 賢一…御坊南ＲＣの御三方を歓迎致しまして

甲斐 久木野 岩下 井福

小俵

御坊南ＲＣの来訪ありがとうございました

天水 永野 吉田勉 中山
5/20 地区協議会

岸良

外山 俊明…皆勤賞６年になりました。先輩方々のおかげです

小田 小俵 外山 木佐貫

岩橋 辰也…御坊南ＲＣからのご来都、懐かしい限りです。心か
ら歓迎いたします

棈松 大峯 平川 小坂 三坂
5/22

北

ＭＵ無会員
5/9
要ＭＵ会員
5/16

武…5/20 地区協議会参加の委員長様。
お疲れさまでした。

吉元

中山 忠彦…御坊南ＲＣの会員の皆様ようこそお越し下さいまし

岡崎

た。又昨年の３０周年記念式典の際は大変お世話に
なりました。ありがとうございます
三坂 昭一…御坊南ＲＣの懐かしいメンバーにお逢い出来てうれ

川口 河東 福永直

しく思います
岡崎
脇丸 吉田勉 岡崎

盛田

誠…御坊南ＲＣの皆様ようこそおいで下さいました。森
本会員には私が会長、長友会員が幹事の時おじゃま
して以来１０年ぶりの再会で懐かしく思っておりま
す

□委員会報告

◎ 教育振興基金
徳重 幸男・鮫島 孝慶…教育振興基金へ

◎ 米山奨学会
鮫島 孝慶…米山奨学会へ

◎ ロータリー財団
萩原 和洋…財団へ、今井委員長遅くなりました

○今後のプログラムの予定
６／６
各委員会事業報告①
６／１３
各委員会事業報告②
６／２０
お別れ例会
６／２７
会長・幹事退任挨拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会
教育振興基金

5／23
16,000
3,532
11,800
5､000
15,000

計
511､544
125､079
542､600
476,000
246､000

雑誌会報委員会
鮫島孝慶 吉原信幸 岩橋辰也 前田利秀
瀬口増男 ロータリー事務局 制作
インターネット委員会
馬渡 秀光 吉田

努 串間 保寛

□ 本日のプログラム

小田 賢一副会長

5/20（日）地区協議会

小俵

武副幹事

九州保健福祉大学にて

都城ＲＣと同じバスでした

地区協議会
ロータリーは、原則として単年度で動いていきます。毎年 7 月には、クラブ役員も
入れ替わり、心機一転の風が吹くことは皆さんご経験の通りです。春は、その 7 月
からの次年度に向けて、準備を始めるときです。
ロータリーの友より

御坊南ロータリークラブの紹介

遊休地の有効活用

「地元サツマイモで焼酎づくり」
－焼酎の名称を募集中－

国道からも遊休地の畑がみえる

御坊市名田町の遊休地利用グループ「段々畑」
（田中雅文代表）は栽培したサツマ
イモで焼酎づくりを進めており、６月に商品化の予定。名称がまだ決まっておらず
募集している。応募は一人１点。採用者には７２０ml 入り焼酎１ダースが贈られる。
問い合わせは御坊商工会議所内同事務局 TEL０７３８・２２・１００８。締め切り
は 20 日(火)。

御坊市名田町は御坊市南部に位置し、国道 42 号線
からも多くのハウスや段々畑を見ることができる。し
かし、高齢化や後継者不足が深刻で遊休地が増加。田
中代表の話では名田町ではほ場整備が進められてい
るが整備後も休遊地になる畑が１割ほどある。
「段々畑」は地元農家有志 12 人で有効活用を目的
に昨年発足。いろいろとアイデアを出し合い、かつて
の特産で比較的手間のかからないことや最近の芋焼
酎ブームからサツマイモの昨年５月から栽培を開始
した。
品種は「コガネセンガン」
。11 月に収穫し、ロータ
リークラブの知りあいを通じて宮崎県の古澤醸造合
名会社に醸造を委託。現在は精製されて甕壷でじっく
りと熟成中。独特の甘みがあり口当たりの飲み口で７
２０ml 入り１５００円で販売し今回は１４００本程度が生産される。
平成 20 年までの３年計画。２年目の今年は昨年の倍の 20 アールの作付けで、５
月ごろに定植。田中代表によれば定植から収穫まで参加してもらいできた焼酎のプ
レゼントも計画しているという。

