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□会長の時間

和彦
各氏

中村 七郎

本日は安満ガバナーをお迎えしての西ＲＣ公式
訪問例会です。
ガバナーにおかれましては、金曜日まで都城各Ｒ
Ｃ訪問、更に金曜夜は３年未満会員とのフォーラム
懇談会とご苦労様です。
戦後日本の復興に一番苦労されたのは戦地に行
かれた方々疎開され藷の蔓など食べ飢えを凌がれ
た方々、昭和１０年位生まれの方々が今の日本の基
礎を築かれた事実は間違いありませんと、８月２０
日の会長の時間でお話しました。
日本の中流意識感はバブル崩壊まで続いてきま
したが、国民の８０％以上が働く中小企業で成り立
っていたわが国は、近年の「改革」の美名の下、そ
のしわ寄せを受け、今や中流意識どころか将来の生
活不安に萎縮感の強い日本になっています。大分県
の教育問題で露わになりましたが、政官財のトップ
を占める方々は何故こんな体たらくになったので
しょうか。先ほど戦前の教育を受けられた方々が日
本戦後復興の奇跡を成し遂げられたと申し上げま
したが、その基本は戦前の教育にあったのではない
のでしょうか。
終戦後アメリカの政策で教育方針が変わり、戦前
の教育は全て否定的にとらまえられました。私達の
幼少期先生に「うっさくられた」のは極く日常的で
した。悪いことをすれば叩かれる、この当たり前の
ことが日教組に代表されるインテリ左翼思想や新
聞などマスコミのバッシングで、気概ある先生の腰
を折ってしまいました。今日親でさえ子を叩かない
のに、何故他人の先生が手を出すのかと言う保護者
が現にこの都城でもあるのです。

お金があるのに給食費を支払わない、学費を高校
でも支払わない等、自己中心の人々がどんどん増え
ている現実は、今年度西ＲＣのテーマに掲げさせて
いただきました「利他」の精神から大きくかけ離れ
ていると考えます。
「ひとりは、みんなのために」
「み
んなは、ひとりのために」どうぞご理解いただき、
皆様の周りの方々に実践していただければ幸いに
存じます。
今週の余分な一言です。姓名を何故「苗字」とも
言うのはどうしてでしょうか。以前にもお話しまし
たが、日本は農耕民族で、村が一致して助け合わな
いと稲作が出来ない。村落一同結束して田を畑を耕
作していく。稲作の苗も同じで、苗代で育てた苗を
植えることが社会的な単位になったといわれてい
ます。この単位である「苗」が苗字になったと考え
られています。日本の名前に山田、吉田、鎌田、園
田、小田、上田、河村、中村、など「田」や「村」
が多いのは当然のなりゆきでもある訳であります。

□幹事報告

吉原 信幸

小林ＲＣ………例会変更
9/17（水）
18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林 ＊観月会
○ 日南ＲＣ………例会変更
10/1（水）
18:30-ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南
＊ｸﾗﾌﾞ協議会
○ ＲＩ日本事務局…ﾛｰﾀﾘｰ財団大口寄付
振り込み口座の変更について（連絡）
新公益法人制度に伴い特定非営利活動法人
ﾛｰﾀﾘｰ日本財団解散について（報告）
○ 地区広報雑誌ＩＴ…アーカイブ委員会
設置についてアンケート
○ 地区ＩＡ……ＣＤ（童謡）
○

□クラブ報告事項
＊ 9/19（金）18:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ 新会員ｾﾐﾅｰ
＊３年未満の会員．４役 ＭＵ対象
＊ １０月定例理事会 9/24（水）11:30-中山荘

□出席報告
草水 正義

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

届出有

５９名
３名
５２＋１名
92.98％
9/3
93.10％
9/10
89.66％

岡崎 大吉 川元 盛田

ＭＵ有会員
9/12

都城

なし

9/16

北

なし

Ｓ３．９．７生
ＡB 型
職業分類：貨物自動車運送
ワンメッセージ
西ＲＣの皆さま、毎日お疲れ様です。
人生我師、感謝申し上げます

岸良 秋男
Ｓ２４．９．９ Ｂ型
職業分類：ホテル
ワンメッセージ
今迄出会った方々に感謝、そして自分自身にも
今迄、元気でやって来れた事に感謝しています

□ＳＡＡ報告

ＭＵ無会員
9/3

馬渡 山下 川元 岡崎

要ＭＵ会員
9/10

山浦 大吉 鎌田継 鬼束 盛田
前野

□委員会報告

土持

修

◎ ニコニコ箱
歴代幹事会…幹事会残金をニコニコへ
中村 七郎…安満ガバナーをお迎えして
中山 忠彦…
同じ
鳥集 寿一…歓迎・安満ガバナー
棈松 豊治…３１年皆勤バッジを頂きましたので
小俵
武…先週 9/10 誕生日でした。安満ガバナー
訪問、共にありがとうございます
◎ 米山奨学会
鎌田 博文…安満ガバナー、ようこそおいで下さいま
した
◎ 教育振興基金
山浦 栄巳…安満ガバナー、私の誕生日にようこそお
いで下さいまして？
◎ 今後のプログラム
１０／１
米山奨学会担当
１０／８
夜間例会…プログラム担当
１０／１５
職場訪問

中村 七郎
Ｓ１７．９．２６ Ｂ型
職業分類：ビジネスホテル
ワンメッセージ
10/20（月）～23（木）迄４日間恒例の「北
海道旨いもの」を開催致します。6000 円
会費です。どうぞお申し込み下さい

山浦 栄巳
Ｓ２４．９．１７生 Ｂ型
職業分類：玩具卸
ワンメッセージ
いつまでも若いつもりの振る舞いも誕生日
という現実で年齢を感じ、今を楽しく仕事に
ロータリー活動にと加わると好きな事・楽し
い事に苦を感せず、６０歳にリーチを掛けら
れた男の心境です？

9／17
7,860
3,936
0

計
137,860
27,830
138,200

米山奨学会
（59 万円）

10,000

78,000

教育振興基金

10,000

121,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ

財団

（5900＄約 60 万）

（30 万円）

竹と風の学校

25,281

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

雑誌会報委員会
木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
平川 靖三 馬渡 秀光 串間 保寛 藤岡 成学

□ 本日のプログラム

今年度の李東建ＲＩ会長は、韓国でのガバナー時代に３２の新クラブを作られて１，８００人の増強をさ
れた実績を持ち、会員増強について叱咤激励をされたとのこと。是非皆様方にも会員増強をお願いします。
次に、李東建ＲＩ会長が本年度のテーマを「夢をかたちに」とした経緯を次のように説明されました。
「今世界中では避けられるはずの原因で、毎日５歳以下の子どもたちが３万人亡くなっています。この子ど
もたちは夢を見ることさえ出来ずに死んでいっています。そういう子どもたちに少し手を差し伸べてあげら
れれば、彼らは夢を見ることができ、そしてその夢をかたちに出来るのではないかという意味で、李東建Ｒ
Ｉ会長は本年度のテーマを「夢をかたちに」という言葉で表しました。
」と。
そして、
「その横のロゴマークを見て皆さんどのように見えますか？私には赤いお母さんが青い我が子を
眺めている姿に見えます。与える食べ物もなく、病を治す薬もなく、ただ死んでいく我が子を悲しく見つめ
ているように見えます。これは、アフリカや東南アジアの貧しい国だけのことではありません。日本も例外
ではないのです。我が子をコインロッカーに入れようか捨てようか悩んでいる姿にも見えませんか？」
そして、今の子どもたちのおかれた現状を「知らず知らずのうちに子どもは危険にさらされていることが
沢山あります。学校の登下校、いじめ、不登校等色々な問題。これは、親子・家族・地域といった人と人と
の繋がりや絆が希薄になってきているからではないでしょうか」
。例えて、ある幼稚園で好きなご飯は？とア
ンケートしたところ、１番がふりかけご飯で２番目が白ご飯だったこと。また、ある幼稚園で週１回お弁当
の日を設けたら、同じコンビニの弁当を持ってきた子が何人かおり、園長先生も１回で週１弁当をあきらめ
たこと。つまり、今のお母さんたちの多くが子どもたちのために、愛情を込めて料理を作っていないのでは
と思います。
今、日本中では色々な事件が起こっています。親が子を殺し、子が親を殺し、また孫がおじいちゃん、お
ばあちゃんを殺し、むしゃくしゃしたというだけで他人をカッターで切りつけたり、駅のプラットホームで
押してみたり、びっくりするような事件が起こっております。その原因の一つには人と人との繋がり、絆が
薄くなったからではないでしょうか。三つ子の魂百までと言われていますが、５歳までの人との付き合い方
で人生の８割の人格がきまると言われております。この人と人との絆が薄れてまいりますと、人間の苦しみ
悲しみが起こったときに解決が出来なくなります。この解決方法は、近くにいる人で家族であり、友人であ
り地域の人であるはずです。そのつながりがなくなってきたために、人は苦しみ悲しみのはけ口を見つける
ことが出来ずに結局は事件になるようなことを起こしてしまっているわけです。
１３ 年前の１月に阪神淡路大震災が起こりました。両親が復興で大変なので子供達を実家のおじいちゃ
んおばあちゃんに預けることが始まりました。２月になると鹿児島にも多くの子供達が預けられました。
その中の中学２年生の女の子が私の近くの中学校に通い始めました。一週間ぐらいしてその担任の先生が
私のところに相談に来られました。それは、その中学生の女の子に阪神淡路大震災という未曾有の体験をし
たのだからクラスの皆に話してくださいと頼みましたら、何故私がそんなことを話さないといけないのか、
と怒ってしまい学校に来なくなってしまいました。一週間ほどその子の家に行きましたが顔も合わせてくれ
ず、
思い余って相談に来たとのことでした。
私は先生にその子の地震の時の状況を知っていますかと聞くと、
知っていますと言ったので教えてもらいました。その子は両親と弟を失っておりました。そこで私は先生に
大失敗をしましたねと言いました。この子だけでなく皆、両親と弟を失った者の悲しみは絶対誰にもわかる
はずがありません。その子はきっとそのことについて、触れられたくもないし誰にも話したくないと思い、
心を閉ざしていたはずです。先生の言ったことはその子の心を無理やりこじ開けようとし、土足で入り込も
うとしていたんですよと言いました。先生がどうすればよいでしょうかと聞かれたので、どうしようもない
ですね、ただできるのは今までどおり謝り続けるしかないですよね、と言いました。先生はそれから毎日放
課後にその子の家に通い始めましたが、生徒は顔を合わせてくれず、おじいちゃんおばあちゃんが申し訳な
さそうに顔を出すだけでした。４月の終りにおじいちゃんおばあちゃんが抱えるようにして無理やりその子
を玄関の前に連れてきました。先生は玄関で土下座して、私が悪かった、地震のことはもう言わないから学
校に来てほしい、と謝りました。５月の連休明けにやっとその子が学校に来てくれました。クラスの生徒は
優しくその子を迎え入れ、遅れた勉強を取り戻すためみんなで教えました。１学期が終わる頃に神戸にいる
おじさんのところが落ち着いてきたので帰ることになりました。１学期の終業式の日その女の子は皆にお別
れを言うことになりました。壇上でその女の子は、なんと地震の模様を一から話してくれました。

朝早く地震が起きたこと、鹿児島に来てから両親、弟が亡くなったことを知ったこと、誰とも会いたくな
い、話したくないと思っていたところに地震の話をしてくれと言われて怒ったこと、その子は全部話してく
れました。最初先生は失敗しましたが、誠実な態度で毎日女の子に謝り続けることで彼女の心は徐々に開い
ていったのです。
人は苦しいこと、悲しいことがあると誰とも話したくない、会いたくないと思います。そんな時、頑なな
心を和らげるのは、こういった近くにいる人たち、家族、友達です。
最後に「私たちロータリーの目標は、綱領の推進である。綱領の推進とは、奉仕の理想を学んで推進する
ということ。
」
「超我の奉仕」です。
そして、アメリカ旅行した女の子たちのレストランでのチップのやりとりのエピソードを交えて、アメリカのサー
ビス（奉仕）と日本の奉仕の考え方の違いをわかりやすくお話いただきました。奉仕という意味を考える時、私
達日本人は少し重く義務的に考えてしまいますが、米国のように気楽に考えてよいのではということでした。
つまり、その奉仕が例会であり、例会に出てくることが奉仕です。ですからぜひとも例会に出てきていただきた
い。そして、楽しい例会づくりを皆さんでしていただいて、都城西ロータリークラブが、ますますご発展すること
をお願いいたします。「出でて奉仕せよ！！」とのことです。
また、１１月１５、１６日の地区大会にはＲＩの役員の方も多数来られます。またとない機会ですので是非お越しくだ
さいとのことでした。
（以上要約）

ＣＬＰについて
クラブ運営について
広報について
楽しい例会について
ロータリー財団について
ポリオ撲滅 今年より ３年間 ３０００円の詳細について
等、殆ど全会員がマイクを持ち、自由に討論が出来ました

