
 
 

点鐘 
合唱     我等の生業 
ビジター紹介      
都 城      加治屋 宏       氏 
都城北      都城中央     なし 
職業奉仕賞               小林 雅子様 
教育振興基金奨学生  都城西高   朱山 信吾君 
宮崎日日新聞             黒木  友貴様 
ＢＴＶケーブルテレビ         有満祐太朗様 
                                   

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちは。 

  先週はロータリー例会のほかに、２つロータリー

の行事に参加しました。 

 １つは６月にアメリカ・ロサンゼルスで行われる

世界大会に参加するメンバーの結団式が５日あり

ました。三坂さんが団長になり総勢１６名、顔合わ

せをしました。メンバーを見ると珍道中になりそう

な雰囲気です。三坂団長は、気が早いというかせっ

かちというか、６月のアメリカにもまだ行ってない

のに、もう早くも来年２００９年はイギリス、バー

ミンガムの話をされて参加者を募られています。 

  もう１つは、鹿屋ロータリークラブ創立５０周年

記念事業として乙武洋匡(ひろただ)さんの講演会

がありましたので、８日の土曜日に鹿屋まで行って

きました。タイトルは「スポーツと私とチャレンジ

精神」でした。 

  乙武洋匡さんはご存じの方が多いと思いますが、

今年３２歳。大学時代に出した本「五体不満足」の

著者です。この本は５００万部を越す大ベストセラ

ーになりました。先天性四肢切断という障害を持っ

て生まれました・・・。学生時代に、高田馬場で友

達と待ち合わせをしていた時、小指をツメたやくざ

から話しかけられ「おぅ、兄ちゃん。おめえさんも、

大変だな」と変な同情をされたことがありました。

家に帰って母親からは「そりゃ小指１本ツメた人か

ら見たら、手足４本をツメたあんたは敬意を表され

るわよ」と言われたそうです。 

 

 天性の明るさと精神的に強い性格で障害を個性と

考えて「自分にしかできないこと」＝心のバリアフリ

ーに貢献するため、電動車椅子に乗って幅広い活動を

しています。大学卒業後７～８年はスポーツライター

として活躍していましたが、昨年より杉並区の小学校

で教師をしています。 

  彼は言います・・・「五体不満足」の英語版のタイ

トルは｢no one's perfect｣(ノーワンズパーフェク

ト)、完全な人はいない、という意味。ジグゾーパズ

ルの１つ１つにへっこみと出っ張りがあるように、人

間は誰もが自分の得意なこと、不得意なこと、さまざ

まな能力や個性がある。その得意なことや能力を、自

分の出来ることを、自分しか出来ないことを誰かのた

めに、社会のために、発揮していかなければならない。

 ・・これはロータリーの「奉仕の精神」と同じでは

ないでしょうか。 

 「五体不満足」の本が出版されてからはや１０年。

「五体不満足」の乙武さん、電動車椅子のあの乙武さ

ん、というイメージが私の中で出来上がっていました

が、講演を聞き、自分にしか出来ないことを誰かのた

めに、社会のために、さまざまな挑戦を続けている姿

を見まして、大事な生き方を教えて貰いました。乙武

さんの考え方や発言はいつまでも注目して行きたい

と思いました。 

  本日は、画家の小林雅子さんへの職業奉仕賞の授与

式です。長年都城で絵画を通して幅広く文化活動をさ

れて来られました。都城西クラブ全員でその功績を称

賛しましょう。 

会長の時間でした。  
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□本日のプログラム    

 

   

 

  

 

 

□ 本日のプログラム 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

□幹事報告         小俵  武 
○ 地区米山……「米山学友の消息を尋ねる運動」  

の再調査依頼 
○ 佐土原ＲＣ…創立２０周年記念式典のご案内 

        5/17（土）10:00-14:45 ｻﾝﾎﾃﾙﾌｪﾆｯｸｽ  
登録料 10.000 円 

○ 宮崎ＲＣ……創立５５周年参加のお礼状 
○ ﾛｰﾀﾘｰの友…ﾛｰﾀﾘｰ手帳の注文について（再度） 
○ 麻薬覚醒剤乱用防止ｾﾝﾀｰ…ﾆｭｰｽﾚﾀｰ 77 号 
○ サークル虹……第６写真展のご案内   

3/12（水）－3/26（水） 
ｲｵﾝ都城ｼｮﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ２階 

□クラブ報告事項 
＊ 親睦委員会 3/13（木）19:00-ｸﾞﾗｽｶﾌｪ  
＊ 情報集会  3/14（金）12:00-中山荘  
＊ ４月定例理事会  3/26（水）11:00－中山荘 
＊ 本日の例会に教育振興基金奨学生   

朱山 信吾さん（都城西高校）出席  

□出席報告 

会員数     ６０名 

出免数      ３名 

出席数    ４３＋３名 

出席率 76.67％ 

前々回修正出席率 2/27 91.67％ 

前回修正出席率 3/5 85.00％ 

 
届出有 脇丸 長友  藤岡 四季 岸良  

中村七 鬼束 川元 福本  

吉田努 岡崎 永野 中山  

中村静 

ＭＵ有会員 

3/7   都城 

3/11  北 

 

山浦  

なし 

ＭＵ無会員 

2/27 

 

鬼束 岩下 福本 前野 吉田勉 

要ＭＵ会員 

3/5 

 

上田  岡崎  鬼束  鎌田継 

吉田努 久保 山下 藤岡 盛田 

□ 委員会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     都城西高  朱山 信吾君 

２年間ありがとうございました。 

 ニュージーランドのインターナショナルパシィフィ

ック大学国際総合学部で頑張って来ます！！ 

□ＳＡＡ            鳥集 寿一 

◎ ニコニコ箱 
甲斐 克彦…１年７ヶ月の短い期間ではありましたが、皆

様には大変お世話になり、有難うございました 
小田 賢一…小林雅子様、職業奉仕賞誠におめでとうござ

います 
三坂 昭一…小林雅子様より卓話を頂き有難うございまし

た 
今井 幸夫…２１年皆勤賞を頂きました 
◎ ロータリー財団 
木佐貫鐵蔵…ロータリー財団へ 
◎ 米山奨学会 
甲斐 克彦…米山奨学会へ 
河村 邦彦…  同じ 
◎ 教育振興基金 
甲斐 克彦…教育振興基金へ 
川口 恒吉…小林先生の職業奉仕賞受賞を記念して 
 
 3／12 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 15,000 329,387
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,011 97,773
ﾛｰﾀﾘｰ財団 10,800 338,800
米山奨学会 15,000 438,000 
教育振興基金 10,000 254,000

＊竹と風の学校    76,279 
 
◎ 今後のプログラム 
３／２６  健康管理＊ＡＥＤ実演・説明 
４／２→３／２９へ例会変更  観桜会 および 

東ｳﾙｻﾝＲＣ歓迎例会 
４／９   社会奉仕賞 
４／１６→４／１９へ例会変更 御坊南ＲＣ歓迎例会 

雑誌会報委員会 
 吉田  勉  鮫島 孝慶  馬渡 秀光 

甲斐 克彦   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 
 

皆勤賞 ２１年 今井 幸夫会員 
甲斐 克彦会員定年のため退会あいさつ 



 
□ 本日のプログラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日、この様な賞をいただきます事を大変光栄に存じます。 
職業を通じて、どう社会に貢献できてきたのかを問う機会を与えていただき、 
また、今後に対する皆様からの励ましの意味を込めた賞だと受け止め、 
これまでの自分を振り返りながら、お話をさせていただきたいと思います。 
 
地元の都城商業高校を卒業後、京都にて京友禅のデザインをしておりましたが、 
持病である眼を悪くし、帰郷して来ました。 
インテリアデザインの会社に 3 年勤め、そこの社長が後押しをしてくださり、 
プロの画家としてデビューさせていただきました。 
 
高校時代よりさまざまなコンクールに出展してきました。市美展特選、県展奨励賞と順調に 
受賞し続けてきて、周りの期待もかなり大きかった地方の美術展でまさかの落選・・・。 
あまりのショックに、その作品をそのまま中央の大きな公募展に出したところ全国 4 位。 
その連作も東京都立美術館の公募展で、その年の最高賞をいただきました。 
コンクールとは、こんなにも審査する人の主感によって評価されるもの、 
「競う」ということは作品のみならず、作者同士もお互いを良くも悪くも 
評価し合う様な世界なのです。 
私の進みたい道とは少し違うのかもしれないと感じる様になりました。 
できることならば自分と出逢う人を 1 人でもたくさん幸せにしたいと願いながら 
作品を描いていきたいと思いました。その後はコンクール主体ではなく、個展によって 
自分の作品を発表し続けています。 
その傍ら、絵画教室を開いています。ヒーリングアートを目指す私にとって、生徒さん達と過ごす時間は、 
ただ絵を教えるだけでなく、ゆっくりとした時間の中で、その人の持つ心の中の悩みを 
聞いて差し上げる事で、少しでもお役に立つ事を、32 年間の絵画教室をする中で見つけた 
私にできるヒーリングアートなのだと思います。 
 
21 歳でデザイン事務所を独立、結婚、出産、離婚とさまざまな迷いと挫折を繰り返しながら、 
一番つらい時期こそ、他の人よりも多くの努力をする事により、それを乗り越えることができる 
事を知りました。 
今も、第 65 回個展に向けて製作中です。1 年間に 200～300 作を描くことは集中力と自分の心との 
戦いでもありますが、私の絵が少しでも多くの方の心を癒していけるよう、 
初めて画家になりたいと思った幼い頃の純粋でひたむきな気持ちをもう一度取り戻して、 
原点に立ち返り、丁寧に心を込めて、１つ１つの作品に取り組んでいきたいと思います。 
 
本当にありがとうございました。 
 
 
 



 
 
 
 

２００８「移動パネル展」の日程 
 

展  示  日   程 会     場 

3/24（月）～3/31  （月） 都城郵便局 

 4/1 （火）～ 4/6  （日） 都城大丸ｾﾝﾀｰﾓｰﾙ 

4/7 （月）～ 4/13 （日） ｼﾞｬｽｺ都城店 

 

 

 

 

 

  李李東東建建 RRII 会会長長エエレレククトト、、抱抱負負ににつついいてて語語るる  

[問] 会長として次年度に達成したいことは何ですか。  

ゲイツ財団のチャレンジ補助金への同額拠出とポリオ常在国数を減らすことの両面において、ポリオ撲滅活

動に進展が見られることを願っています。また、予防可能な原因で子供たちが命を落とすという悲惨な現状、

子供の死亡率の問題についてすべてのロータリアンに認識していただきたいと思います。毎日、5 歳未満の

子供 3 万人が亡くなり、そのほとんどが、はしか、マラリア、肺炎といった予防可能な病気で死にいたって

います。また、これと同じくらい悲惨なことが、毎日、どこかで起こっていることを人々に認識してもらい

たいのです。とはいえ、私たちが既にいかに多くの努力を行ってきたか、いかに多くを成し遂げてきたかを

忘れないことも、同じくらい大切です。子供たちが天然痘で死ぬことはなくなりましたし、もうすぐ、ポリ

オで死ぬこともなくなるでしょう。ゲイツ財団からのチャンレジ補助金のおかげで、今後 2、3 年でポリオ

を撲滅できるチャンスが現実のものとなってきました。ポリオ撲滅活動は、子供の死亡率を減らすという私

の主眼の重要な一部です。  

水、保健と飢餓、識字率向上といった分野で、ロータリアンが既に関与してきたプロジェクトの多くは、毎

年、無数の子供たちの命を救ってきました。これら 3 つの強調事項を通じて子供の死亡率を減らすことに焦

点を当てれば、成人を迎えられる子供の数を大きく増やすことができると信じています。  

[問] RI のテーマとして「夢をかたちに」を選ぶにいたったきっかけは何ですか。  

私がロータリーを大切に思う理由のひとつは、一人ではできないことがロータリーを通じれば可能となるこ

とです。一人よりもクラブ全体で取り組めばもっと多くのことができますし、地区全体で取り組むならクラ

ブ規模よりもさらに大きなことができます。世界中のロータリーについて考えれば、とてつもなく大きな夢

を抱くことができるでしょう。一人、ひいては一国の政府さえ、どんなに力があっても、私たちがポリオ撲

滅において成し遂げてきたことを成すことはできないでしょう。今年度の私の夢は、一致団結して子供たち

の命を救うことです。これは私自身の夢です。子供たちが生き延び、健やかに育ち、チャンスに恵まれ、自

分たちの夢をかなえることができると知ること、こうしたことが私の夢には含まれているのです。   

 

 

 

 
 


