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さて韓国東蔚山ＲＣよりのご来訪が、３月末か４月
始めの予定です。久しぶりのご来訪です。また４月１
９・２０日に御坊南ＲＣからご来訪の希望がありまし
て、理事役員と鎌田友愛委員長(姉妹クラブ担当)で決
間 和彦
定させていただきました。
有村 利美
両クラブとも大切な友人ですので、心よりおもてな
内村 安博
各氏
しをさせていただきたいと思います。国際奉仕委員会
都城ローターアクトクラブ 会長 迫田 泰人さん
が書き損じはがきの回収をされています。年賀状の書
幹事 谷口賢多郎さん
き損じなどが出る時期ですので、皆様のご協力をなに
社会貢献委員 唐見沙代子さん
とぞよろしくお願い致します。
話は変わりますが、昨年からの世相を見ると、食品
□会長の時間
小田 賢一
偽装事件や官僚トップのモラル欠如、また暮らしの安
心を保証する年金があれほどずさんに扱われていた
みなさん、こんにちわ。
ことなど、驚きの連続でした。日々のニュースが、ぎ
今年も年が明けて、早や２３日となりました。
先週はＲＣの行事がたくさんありました。１５日 そうやいつわりの意味の「偽」の一字で覆われていま
「国家の品格」を書いた藤原正彦さんは、
「今、
は皆様も参加された４ＲＣの合同新年例会、１６日 した。
は４ＲＣ４役会、１９日には宮崎県西部分区７ＲＣ 日本に必要なのは、論よりも情緒、外国語よりも日本
「国家の品
会長幹事会がありました。４ＲＣ４役会と７ＲＣ会 国語、民主主義よりも武士道精神であり、
長幹事会の内容については後程、幹事報告の中であ 格」を取り戻すことである。すべての日本人に誇りと
るかと思いますので、私の方からは２７３０地区内 自信を取り戻せ」と述べています。
余談ですが、
「女性の品格」と言う本も昨年はベス
各地で開催されます「Ｈｕｍａｎｉｔｙ ｉｎ ｍｏ
「ハケンの品格」も話題にな
ｔｉｏｎ 移動パネル展」の話をさせていただきま トセラーになりました。
りました。
す。
我々の身近な出来事にもマナーや礼儀、品格に欠け
この移動パネル展の主旨は「ＲＣが地域において
いかなるイメージをもたれているかという事は大 る現象を見聞きします。
そこで「品格」を取り戻すきっかけとなるのが、
「江
変重要であります。各クラブの奉仕活動を地域に積
極的に宣伝し、もってＲＣに対する認識、評価を高 戸しぐさ」ではないかと訴えている方がいます。ＮＰ
めることの一助となすものとして『移動パネル展』 Ｏ法人江戸しぐさ理事長の越川禮子さんです。お手元
を実施する」とあります。期間は今年１月から５月 のプリントをご覧ください。資料配布説明。
越川さんの書かれた「江戸しぐさ」の中には、日本
まで。西部分区の割当期間は５週間。3/24～4/28
となっています。えびの・小林で２週間、都城４ク 人が本来持っていた美しいマナーや礼儀作法、教育論
ラブで３週間パネルを預かり、たくさんの人がご覧 が紹介されています。その中からいくつか・・・、
になれる場所に展示したいと計画しています。この ・ 「往来しぐさ」往来でのマナーのこと。狭い往来
をすれ違う時など、ちょっと会釈し、
「肩引き」
パネル展の担当は都城ＲＣを中心に各４クラブの
をして、お互いがぶつからないようにするとか、
広報・雑誌・ＩＴ委員会になっていますので、よろ
雨のしずくが相手にかからないように「傘かし
しくお願い致します。
げ」をするとかいったような、ちょっとしたエチ
田村ガバナーの今年度の地区テーマは、ご存じの
ケットのことを言った。
とおり「ロータリーを発信しよう」です。ロータリ
ーの奉仕活動や地域社会への貢献を理解していた ・ 「三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文、十五理で
末決まる」と言って子供を教育した。三歳までに
だける絶好の機会になるんじゃないか、と期待して
素直な心を、６歳になるとその振る舞いに節度を
います。
我等の生業

もたせ、９歳では、人様の前でも恥ずかしくない
言葉遣いを覚えさせ、１２歳ではきちんとした文
章が書けるようにさせ、１５歳にもなると物の道
理がわかるようにしなければならないというも
のであろう。この考えは現代にも通用する教育論
である。
・
「お心肥やし」江戸っ子は教養豊かでなけれなな
らないということをこう呼んだ。ここでいう教養
とは読み書き算盤のほか、人格を磨く事が何より
も大切なのだという意味合いが強く込めれらて
いる。
・
「打てば響く」江戸っ子はすばやく対応すること
を身上とした。当意即妙の掛け合い、初対面で相
手を見抜く眼力など、その切れ味が真骨頂とされ
た。
・
「三脱の教え」初対面の人に年齢、職業、地位を
聞かないルールがあった。これなどは身分制度を
全く意識させない教えであり、相手を思いやる心
と、人を肩書きだけでは判断しないという、何事
にも捉われない意気込みが見て取れる。
・
「時泥棒」江戸城の時計は一分の狂いもない正確
なものであった。このため、幕府に仕えている武
士ばかりではなく、商人たちにも時間には厳しか
った。現代でもまったく、同じことなだが、都会
人のマナーというべきであろう。
越川禮子著「江戸しぐさ」より
武士道精神とか江戸しぐさと言うと、懐古趣味と
か戦前の教育への回帰などと誤解されやすいかも
知れませんが、日本人の精神の骨格、生き方を見直
す時期が来ていると思います。
会長の時間でした。

□ 幹事報告
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ガバナー事務所…ハイライトよねやま９５号
米山奨学会…………特別寄付金領収書
鹿屋ＲＣ……創立５０周年記念式典のご案内
4/5（土）15:30-19:00 さつき苑
登録料 10.000 円 2/29 締切
□クラブ報告事項
＊ クラブ協議会 1/30（水）18:30-中山荘
＊ ２月定例理事会 1/30（水）11:00-中山荘
＊ ＩＭに参加される方は交通の手段を
ご連絡下さい（ﾌｧｸｽすみ）

□本日のプログラム

届出有

久保 栄福 岡崎 山下 河村
草水 吉田勉 上田 今井
福本 福永直 盛田 前野
中村静

ＭＵ有会員
1/１８

都城

なし

1/２２

情報

土持 福本 上田 甲斐 長友
栄福 鬼束 前野 萩原 山下
吉田努 最勝寺 四季 小田
小俵 吉原 井福 小坂

ＭＵ無会員
1/9

鬼束 串間 福永直

要ＭＵ会員
1/15

鬼束 久木野 串間 志摩
盛田

１０名の方から２３８枚の書き損じはがきのご協力あり
がとうございました。
国際奉仕委員長 棈松

□ＳＡＡ

鳥集 寿一

◎ ニコニコ箱
高橋 五男…お陰様で１１カ年バッジ頂きました
これから先も頑張ります。宜しくお願いします
鳥集 寿一…皆勤賞を頂いて
小田 賢一…都城ローターアクトの迫田会長、谷口幹事、
唐見委員のご参加大変有難うございました
井福 博文…１３年の皆勤賞を頂きました
天水 金作…１９年皆勤賞を頂き有難うこざいます
◎ ロータリー財団
高橋 五男…ロータリー財団へ
◎ 米山奨学会
高橋 五男…米山奨学会へ
◎ 教育振興基金
土持
修…教育振興基金へ

1／23

計

6,000
2,930
11,200
10,000
5,000

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

＊竹と風の学校

□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

64 名
４名
４５＋３名
76.19％
1/9
95.08％
1/15
91.66％

265,187
77,159
257,800
366,000
214,000
57,243

◎ 今後のプログラム
２／６
国際奉仕担当
２／１３
ＩＭ報告
２／２０
ロータリー情報担当
２／２７
インターネット担当
雑誌会報委員会
志摩 誓啓 吉田
甲斐 克彦

勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光
ロータリー事務局 制作

インターネット委員会
福永 直人 馬渡 秀光 今井 幸夫

藤岡 成学

□本日のプログラム

皆さんこんにちは。
国際ロータリー2730 地区ローターアクト 都城ローターアクトクラブ 2007-2008 年度会長の迫田泰人です。幹
事の谷口賢多郎です。社会貢献委員の唐見沙代子です。
今回、卓話の依頼を都城西ロータリークラブ 雑誌会報委員会 委員長 志摩誓啓 様より頂き、また「すこしでも
"都城ローターアクトクラブ"のことを都城西ロータリークラブに伝えたい」という私共の、熱い想いも重なりあ
いまして、貴重な時間をいただきました。ありがとうございました。

ローターアクトクラブには 5 つの目標があります。その目標とは、次の通りになります。
1 つめは、専門技術および指導能力を開発すること。
2 つめは、他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職業の道徳的水準および品位を保持すること。
3 つめは、若い人々に地域社会をはじめ世界社会のニーズおよび懸念事項を提起する機会を提供すること。
4 つめは、提唱ロータリークラブと協力して活動にあたる機会を提供すること。
5 つめは、ロータリーにおける将来の会員として若い人々の意欲を喚起すること。
以上の 5 つの目標を志にして、活動しております。
現在、都城ローターアクトクラブの体制は私、会長を含めた、副会長、幹事、会計の 4 役がいまして、それぞれ
に 3 つの委員会が（社会貢献委員会、クラブ奉仕委員会、専門知識開発委員会）があります。
都城ローターアクトクラブの活動につきましてですが、ローターアクトクラブでは毎月 2 回定期的に"例会"を
開き、身近な疑問や興味のある事について、探究したり意見交換したりして親睦を深めています。
その他にも週末を利用して、国際交流イベントや老人ホーム訪問や清掃活動などのボランティア仲間との親睦
を深める飲み会や、スポーツ大会などのイベント企画、また専門知識の学習会など特色のある活動をしていま
す。
主な例会日ですが、毎月第 2、第 4 水曜日にウエルネス交流プラザのセミナールーム、又は都城総合文化ホ
ール MJ の会議室等で行っております。例会の時間は 19:00 から 21:00 までとしております。
また、若干変更等がありますので、公式ホームページで、いつでも例会日を確認できるような体制をとってお
ります。
次は、都城ローターアクトクラブの今期の活動について紹介させていただきます。
今期(2007-2008 年度)の私、会長が掲げたテーマは「人にやさしく」というテーマです。アクトの様々なイベン
トや例会などで、多くの人たちと交流していくときに一つの全体の目標として『人にやさしく』と言う気持ちで、
交流を深め、活動を行っていきたい意味をこめてテーマにしております。都城ローターアクトメンバーは、他人
のことを思いやることができる素晴らしいメンバーばかりです。『人にやさしく』をテーマに様々な所で、アクト
メンバーみんなで幸せを配っていきたいと思っております。
詳しくは、ホームページもどうぞご覧になって下さい。

