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私の知識では「左遷」は階級が落とされる、若し
くは社会的地位が低下することと思っていました
が、何と暫らくしたらどこかの大きな国の大使に赴
任しました。官僚内閣制の常識と私ども民間の常識
の違いがこれ程違うのかと愕然としました。あの時
田中外務大臣の「前に進もうと（改革しよう）と思
ったら、スカートを後ろから踏みつけられた」の発
言がありましたが、事の善悪はともあれ、政治家が
毅然としてこの国の改革に努力する姿がみえなけ
れば、閉塞感が強まる一方なのではと考えます。
此処最近話題にあがりませんが、年金問題で未払い
□会長の時間
中村 七郎
が分かっても支払いが一年後になるとか聞いてい
２月２２日（日）午後１時受付１時３０分から、 ます。政治家の力量を臨機応変に対処してこそ、国
都城中央ＲＣ担当でＩＭ（ＩＮＴＴＥＲ／ＣＩＴ 民は納得するのではないのでしょうか。主権在民は
Ｙ・ＭＥＥＴＩＮＧ）が開催されます。毎週「竹と 建前に過ぎず、主権官僚の日本になっているように
風の学校」の１００円の義捐を頂いていますが、１ 思われてなりません。私自身自民党員なのですが、
時３０分からＤＶＤでその模様が出ますので沢山 政治に対し失望感が強まっていくのをどうするこ
の方々に出席お願い致します。また、４０００円が とも出来ません。
今週の余談です
会費となっていますが、１５００円はクラブより補
朝青龍のガッツポーズが相撲道の精神にもとる
填されますので、個人負担が２５００円になりま
す。全員登録が基本ですから例会時お支払いをお願 と盛んに批判されているようです。そもそもこの
「ガッツポーズ」はどこからやってきたのでしょう
い致します。
昨日は節分でした。皆様の家庭でも「福は内、鬼 か。以外にも日本語なのです。昭和４９年４月１１
は外」なさったと思いますが、古来「笑う門には福 日ＷＢＣ公認世界ライト級タイトルマッチが東京
来る」と申しますので私のパソコンの上には藤井先 で行われました。チャンピオンはメキシコのゴンザ
生に頂いた色紙が飾ってあります。何事にも人様が レス。挑戦者はガッツ石松。下馬評は圧倒的にゴン
良いと言われたことは、実行することにしていま ザレス優勢でした。戦はやってみないと判らないも
す。
「福は内、鬼は外」もその通りと思っています。 ので、８回ＫＯ勝ちで石松が世界チャンピオンの座
人事院の抵抗が報道されています。ご他聞にもれ に就きました。この勝った石松が喜びの余り拳を盛
ず人事院総裁もお役人上がりで、官僚内閣の実態が んに振り上げたポーズが「ガッツポーズ」第一号な
浮き彫りにされたようです。法解釈などさまざまな のです。そう、ガッツ石松の「ガッツ」が語源なの
制約があるのかも知れませんが、この抵抗に対し麻 です。
生首相の態度は何とも弱腰で、ＫＹぶりが遺憾なく
□幹事報告
吉原 信幸
発揮されたようです。相撲の解雇は退職金が５００
万円出るそうですが、小泉政権時代、田中外務大臣 ○小林ＲＣ…例会変更
3/11（水）
に抵抗した次官が、喧嘩両成敗ということで左遷さ
18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林 ＊創立記念例会
れたことがありました。
○ 秦ガバナーエレクト…2009-10 ＲＩテー
「ロータリーの未来は あなたの手の中に」

○

ＲＩ本部…ロータリーワールド
ロータリー財団 2007-2008 年次報告
国際ロータリー 2007-2008 年次報告
○ 安満ガバナー……月信１月号
ポールハリスフェロー認証メダル（山浦栄己）
○ 田村パストガバナー…ＣＬＰアンケート
○ （財）教育振興基金…免税の領収書と
証明書（20.1-12 寄付者へ）
○ 熊平製作所…抜粋のつづり６８号
○ 和光…ロータリー用品カタログ
○ 九州財務局……広報誌「九州ざいむ」
○ 社会福祉法人 恵佼会……重度障害者在宅
就業を考える会ご案内
2/7（土）13:3016:30 都城市総合文化ｾﾝﾀｰ
□クラブ報告事項
○ ＩＭの案内 2/22（日） 13:30 ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ中山荘
負担金を 2500 円ご納入をお願いいたします。
○２月の例会予定表とＩＭの出欠をご提出下さい。
○ 新会員公示

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

５８名
３名
４４＋２名
80.70％
前々回修正出席率
1/21
87.71％
前回修正出席率
1/28
87.71％
※鮫島 孝慶氏が 1/31 付で退会となりました
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上田 大吉 岡崎 川口 山下
鳥集 串間 鬼束 岡崎 福永直
久保

ＭＵ有会員
1/28

理事会

中村七 吉原 井福 小坂 久保
長友 串間 外山 吉田

1/28 ｸﾗﾌﾞ協議会

中村七 吉原 井福 小坂 久保
土持 長友 串間 外山 吉田

□本日のプログラム

原稿は別紙にて

□ＳＡＡ報告

大峯 鳥集 鎌田博 小田 福本

ＭＵ無会員
1/21

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

川元 大吉 岡崎 山下 鬼束 前野

修

◎ ニコニコ箱
都城北・樋口 正義…お世話になります
都城中央・鵜島 勝美…ＩＭよろしくお願いします
都城中央・富吉 博文…本日は有難うございます
２２日はよろしくお願いいたします
都城中央・天川 俊治…
同じ
都城中央・橋口 康雄…
同じ
都城中央・外薗 敏文…
同じ
都城中央・永倉喜一郎…楽しいＩＭになります
山浦 栄巳…昨日の「福は内」豆はまいてみるもの
有難うございました
◎ 教育振興基金
都城中央・時任 保彦…2/22（日）中山荘にてＩＭを
開催致します。是非ご参加下さい
◎ 米山奨学会
吉元 鉄夫…米山奨学会へ
◎ 今後のプログラム
２／１８ 会員卓話
２／２５ 社会奉仕担当

山浦 木佐貫 平川 上田 岩橋
徳重 永野 脇丸 萩原

土持

ﾛｰﾀﾘｰ

財団

2／4
8,000
2,719
0

計
231,541
62,787
319,200

0

203,000

1､000

229,000

（5900＄約 60 万）

要ＭＵ会員
1/28

鬼束 鮫島 藤岡 盛田 山下 船木

米山奨学会
（59 万円）
教育振興基金

□ 委員会報告

（30 万円）

竹と風の学校

57,774

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

山浦 栄巳会員

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

