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委員長、副委員長、委員とどの委員会もそのよう
手に手つないで
な構成とし、副委員長が次年度委員長を務めるのが
最善の形でとしています。つまり継続性を重視して
都城北
… なし
いる訳です。政治もＲＣ運営も継続性が必要なのだ
入江 克博 森茂 義廣
と考えます。
各氏
今週の余談です。
オブザーバー
前田 吉基様
オーストラリアの火災がしばしばＴＶで報道され
ています。大量の水をかけてもなかなか収まりそう
□会長の時間
中村 七郎
にありません。わが国でも乾燥注意報が出される季
２２日（日）午後１時受付１時３０分から、都城 節ですが、この消防車で膨大な水を使った場合この
中央ＲＣ担当でＩＭ（ＩＮＴＴＥＲ／ＣＩＴＹ・Ｍ 水道料金は一体誰が払うのでしょうか。水道料金は
ＥＥＴＩＮＧ）が開催されます。毎週「竹と風の学 蛇口が大きくなる程高くなります。太い管を使う消
校」の１００円の義捐を頂いていますが、１時３０ 防車は同じ量の水を使っても、家庭で使った３倍位
分からＤＶＤでその模様が出ますので沢山の方々 の使用料金が請求されます。建前では消防署が支払
に出席お願い致します。先月の４Ｒ/Ｃ会長幹事会 うことになっていますが、実際は地方自治体が支払
で写真を見せてもらいましたが、意外と整った設備 っているのです。つまり消化に使用する水道代は
には驚きました。また４０００円が会費となってい 金で払っている訳なのです。延焼を防ぐ為には公的
ますが１５００円はクラブより補填されますので、 資金をつぎ込むことはやむを得ないということの
個人負担が２５００円になります。全員登録が基本 でしょうか。
ですから次週の例会時までにお支払いをお願い致
します。
□幹事報告
吉原 信幸
昨夜は遅くまで牟田町でした。一寸飲みすぎまし
たので帰宅して、ニュースを見ることもなく就寝し ○ 都城中央ＲＣ…例会場変更 2/19（木）
ました。今朝ニュースを見ながら中川財務大臣の辞
12:30-中山荘
＊ＩＭﾘﾊｰｻﾙのため
任の件を詳しく聞きました。中山代議士の失言問題 ○ ＲＩ本部……「人類のために活動しますＶ」
で辞任、議員辞任へと発展したのもついこの前のこ
広告材料（ＣＤ）
とでした。人それぞれ事情があるのでしょうが、マ ＊ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞへ（ﾎﾟﾘｵ撲滅にご協力を！）
スコミが画像で詳しく流しますので、言い訳が効か ○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ国際大会に向けた
ないようです。失われた１０年で首相が毎年のよう
活動へのご協力お願い
に変わり、小泉首相が５年程政権維持した後、阿部、 ○ 秦ガバナーエレクト…会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ
福田、麻生と首相がめまぐるしく変わりました。Ｒ
（ＰＥＴＳ）のご案内 3/7.8（土日）ｼｰｶﾞｲﾔ
Ｃも毎年会長が変わりますが、ＲＣと違って一国の ○ 三坂ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐…ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付について
舵取りをしていく重要な地位にある方がこのよう
（年次寄付推移）
では困ったものだと思います。
○ 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団…
同上
ＣＬＰ委員会の様々な各クラブへの提案のなか ○ 米山記念奨学会…感謝状．表彰品（棈松 豊治）
に、各委員会の構成に関し一つの委員会の委員は少 ○ 鹿児島北ＲＣ…創立２０周年記念式典ご案内
なくとも３ヵ年継続してほしいとあります。
4/11（土）18:00-鹿児島東急ﾎﾃﾙ

○

えびのＲＣ………創立４０周年記念式典
ご案内 4/19（日）14:00-えびの市文化ｾﾝﾀｰ
○ 奄美中央ＲＣ……創立３０周年記念式典
ご案内 4/25（土）16:00-奄美観光ﾎﾃﾙ
○ ﾛｰﾀﾘｰの友………2009-2010 ﾛｰﾀﾘｰ手帳ご
予約ご案内
630 円
□クラブ報告事項
＊ ﾛｰﾀﾘｰ手帳の申込み一覧表を廻しますますので
注文の方は○印をお願いいたします。
＊ 2/22（日）ＩＭ 受付 13:00
ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ 13:30
点 鐘 14:00
会場 中山荘
＊ｱﾙｺｰﾙも出ます。
＊３月定例理事会
2/25（水）11:30-中山荘

□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

届出有

□ＳＡＡ報告

５８名
３名
４４＋２名
80.70％
2/4
90.91％
2/11
祝日休会

上田 大吉 岡崎 河村 中村静
藤岡 山下 前野 福本 鎌田継
盛田

ＭＵ有会員
2/10

北

上田

2/13

都城

なし

2/12

中央

なし

2/17

北

鳥集

ＭＵ無会員
2/4

大吉 岡崎 山下 鬼束 福永直

要ＭＵ会員
2/11

祝日

□ 委員会報告

２３年
福永

忍

土持

修

◎ ニコニコ箱
棈松 豊治…米山功労賞を頂きましたので
福永
忍…いつの間にか２３年。月日の経つのは早
いもの、これからもよろしくお願いいた
します
長友 喜信…２２年皆勤賞有難うございました
中村 七郎…オブザーバー前田吉基様をお迎えして
◎ ロータリー財団
中村 七郎…永野ロータリー財団委員長、ご苦労をお
掛け致しております
小田 賢一…永野委員長お疲れ様です
小坂泰一郎…ロータリー財団へ
◎ 米山奨学会
小坂泰一郎…米山奨学会へ
◎ 教育振興基金
小田 賢一…徳重委員長お疲れ様です
小坂泰一郎・岸良 秋男…教育振興基金へ
◎ 今後のプログラム
２／２５ 社会奉仕担当
３／４
ＩＭ報告
2／18
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
5,000
236,541
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
3,460
66,247
ﾛｰﾀﾘｰ
財団
26,400
345,600

２２年

（5900＄約 60 万）

長友 喜信

米山奨学会
（59 万円）

10,000

213,000

教育振興基金

15,000

244,000

各氏

（30 万円）
西高ＩＡＣ
キャップのご協力
有難うございま
す！約９千個で２
本のワクチンでし
た。またよろしく
お願いします！

竹と風の学校

60,672

＊（）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

皆さんこんにちは。
本日はまたまたご指名によりまして私のおもしろくも、ためにもならないお話をさせていただくことになり
まして、誠に申し分けなく存じます。私もロータリーに入会させていただきまして、早 24 年になります。3 月から
いよいよ 25 年目に突入です。
年齢もアラフォーからアラカンでございます。アラウンド還暦 60 歳、通称アラカンといったところです。その間
諸先輩がたをはじめ随分たくさんの皆様に助けられ、支えられここまで来ることができました。成功はしており
ませんが、たくさんの勉強をさせていただきました。心から感謝を申し上げたいと存じます。（その間のいろん
なことを思い出します。会長、幹事をしたとき、ソウルや台湾や大阪などの国際大会に参加した時のこと。それ
ぞれ良い思い出とそうではない思い出とありますが、・・・・・・・。）
アラウンド還暦、この年頃には田之上さん、加治屋さん、窪田さん、長倉さんなどたくさんの元会員が亡くなっ
ておられます。私も例外ではなく現在、少々体調をくずしておりますが、人生の収穫期を迎える 60歳からの生き
方もこれまた大変だなと感じております。元気な諸先輩がたくさんいらっしゃいますので、これからの生き方に
ついていろいろと教えていただきながら節目節目をクリアしていきたいと願っております。
今後ともよろしくお願いいたしたいと存じます。
本日も本当は体調を理由に今日のこの時まで卓話をお断りをしたいなという気持ちでいっぱいでしたが、プ
ログラム委員長のご苦労を考えるとむげにお断りすることもできずに今に至ったところでございます。そんな
訳でたいした話にもなりませんがお許し頂きたいと存じます。
さて世界は戦後最大の経済危機に瀕していると言われます。その不況風が地方の隅々まで到達するにはま
だまだ１年２年はかかろうかと思いますが、経済感覚のうとい私には、いったい何がどうなってしまったのか皆
目検討もつきません。世界中からお金がなくなったというのでしょうか、いやお金が無くなるはずはありません
から、いったいそのお金はどこに消えてしまったのでしょうかね？ 有る所には有る筈ですが、いったいどこに
あるのでしょうか。まさか木の葉っぱとなってしまったのではないでしょうけど、今、日本の国債の発行高は８５０
兆円とも言われております。いったいそのお金はどこにつかったのでしょうか、途上国への円借款はちゃんと回
収しているのか、あるいは高金利をうたい文句に１ドル３0０円以上の当時にアメリカレーガン大統領、日本中曽根
総理大臣時代にアメリカへ預けたお金はいまどうなってしまったのでしょうか、全く情報は入りませんが、今現
在１ドル９０円そこそこですので、ドル建ての預金ですので価値は 3 から 4 分の１程度、いくら高金利でもちっとも
いいところはありません。逆に向こうにとってみれば対日本がらみでは３から 4 倍の力が発揮できたのではな
いのかなと思うと残念なところでございます。現在中国に次いで日本はアメリカの国債を 70 兆円も買ってい
るそうですが、アメリカに握られているのはまだまだそればかりではないような気がいたします。戦後あの労
働歌を歌いながら一生懸命貯めてきたあのお金はどこにいってしまったのでしょう。こつこつと貯めてきた
我々の定額貯金、年金、生命保険などは本当に今もちゃんとあるのかどうか、心配なことばかりでございます
が、愚痴ばかり言っているわけにもいけませんが・・・。
今ここで 1 回ちゃんと表に出していただき我々にもわかり易く説明をして、すっきりさせてもらいたい気がし
ているところでございます。
さて我々といえばこの人、イエス・ウイ・キャンのオバマ大統領ですが、まさにアメリカンドリームの典型といっ
たところでしょうか。奴隷から頂点へ上りつめた人ですが、そのオバマ大統領といえば ＹＥＳ ＷＥ ＣＡＮとい
うことばよく使って勝利を致しましたですね。一方ヒラリーはＹＥＳ Ｉ ＣＡＮという言葉をよく使ったそうです。
アングロサクソンから一気に黒人へのチェンジですから大変なことだと思っております。なぜ先住民や中間の
我々アジヤ人ではなかったのかなという気持ちも致します。
それにしても悪口を言うわけでもないですが、あのホワイトハウスに、またアメリカというバックグラウンドに、
カラーに黒人はまだまだ似合わないなと思っている人は私だけではないと思います。又テレビのインタビュウ
もあえて黒人ばかりを狙っていますね。
特にオバマさん夫婦でダンスをしている様や、奴隷解放に力を尽くしたあのリンカーン大統領の坐像が出て
くるたびに、まてよ！！これはどこかでみた光景だなと思い出してみますと、背筋がぞっとする思いでござい
ました。だいぶ昔に観たあの猿の惑星という映画でございます。
宇宙飛行士が地球へ帰還中、機体のコントロールを失って不時着したところが猿の惑星という設定でしたが、
実はそこは核兵器を使ってしまったあとの地球の姿で、猿がなぜ人間以上に進化したかはよく覚えていません

が、逆に人間は奴隷にされておりました。そこにはなぜか黒人はいなかったような気がしますが。1 作目は倒
れた自由の女神で、2 作目はホワイトハウス内のリンカーンの坐像で、その顔、手、足すべて猿になっていたとい
うお話ですが、どちらもラストシーンでは、ここは地球だったのか・・・、いったいどうして？ということでした。こ
れを作った監督はこういうことを予言していたのかも分かりませんが、いずれに致しましても日本との関係が
アングロサクソンよりもひどくならないことを祈るばかりでございます。
さて本題に入らせていただきますが、ＣＬＰということにつきましてですが、何か難しい感じのすることばです
が、ひらたく言えば時の会長さんがクラブでリーダーシップが発揮できるように画策しなさいということでご
ざいます。委員会の構成その他を見直し、簡略化できるものはもっと簡略化して、最も重要な奉仕プロジェクト
にはみんなが参加できるようにして効果の上がる活動をしなさいということでございます。
委員会の構成につきましても、例えば我がクラブですと、６～１０委員会構成を基礎として、例えばクラブ奉仕
委員会につきましては出席から友愛まで１２の委員会がありますが、それを２つか３つにまとめたらどうかという
話です。推奨細則によりますと、会員増強維持とクラブ広報委員会だけは残し、あとは全部まとめてクラブ管理
運営委員会として、しかも幹事がこの委員長を務めたらということでございます。Ｒ財団はそのままで、今まで
4（５）大奉仕とかいってきたものを 1 つにまとめて奉仕プロジェクト委員会とし、更には全会員がこのプロジェク
トに参加できるようにするということでございます。従って、常任委員会は 4（５）大奉仕から会員増強維持委員
会、クラブ広報委員会、クラブ管理運営委員会、奉仕プロジェクト委員会、ロータリー財団委員会の５つとなりま
す。また実行可能ならば効果的なクラブの管理運営ができるように又、指導の継続と計画の引き継ぎ、一貫性
を保持するために、全ての理事役員、委員会委員長は 3 年前から選んでおき、エレクト、ノミニーとしてその役職、
委員会に身を置き、連続したクラブ計画策定、長期プランの設定への参加、協力又、委員会委員も 3 年委員を任
命し 3 年間留任してもらうということであります。（今の麻生総理ではないですが、総理大臣になってからでは
遅いのです。どんな役職でも前もって準備、協力していないと、なってからではリーダーシップは発揮できない
のです。）
3 年に一度、国際ロータリーでは規定審議会というのがおこなわれていますが、ここではロータリーのこと
について様々なことが話しあわれるらしいのですが、ここで提案されたらしいのですが古いロータリアンたち
は、4 大奉仕をないがしろにしているということで大反対をしたということでございます。定款にはロータリア
ンの悲願だった 4 大奉仕部門がやっと付け加えられたということですが、推奨細則のほうではさらりと書いて
あるだけで、まさに今の国会と同じくねじれ現象をおこしているのが実情です。
日本以外はできるだけ簡略化、日本はあくまでも 4 大奉仕と銘打ってということでございますが、どちらが
正しいとは言えませんが、私はどちらも正しいと思います。正しい２つの矛盾という言葉があります。逆も真なり
ということも数学でよく習いましたが、それとはちょっと違いますが、この世には正しいことが２つあるからい
つまでも争い（宗教やイデオロギー等の論争）が無くならないのだと。こちら側の真実、向こう側の真実どちら
も正しいと思われることも多いかと存じますが、もちろん交通事故の過失割合のように多少の比重の差はある
と思いますが、一般的にはお互いに話し合いで、民主主義の多数決で解決していくのが良いと思うところでご
ざいます。
私はどちらかというといままでの 4 大奉仕の考え方は解りづらいところです。と申しますのも、私自身、ロー
タリーは例会に出席するところから親睦を育み、社会奉仕について勉強し、実際の活動を通じて、奉仕の理念を
学び、それを自分の職場に戻り自分の職業に生かす。自分の仕事を繁栄させることがロータリーの奉仕のサイ
クルといいますか、奉仕の理想ではないかと思っております。入りて学び、出でて奉仕せよという言葉もありま
すが、例会を人生の道場として、様々なことを学んで、そして出でて奉仕（アイ・サーヴ）でしょうか。なにもロー
タリーの中でアイ・サーヴにこだわらなくても、オバマ大統領ではないですが、ロータリーもウイ・サーヴでい
いと思っています。ロータリーで学んだことを、アイ・サーヴ、即ち個人として自分の職業で生かす。地域社会の
為、顧客の為、従業員の為、家族の為にそれを生かす。自分の仕事の繁栄こそが永続的なロータリアンとしての
源だと思うわけでございます。世の為、人の為、いつも相手の身になって仕事をされ、会社も繁栄していたから
こそ他のロータリアンの目に留まり、ロータリーに推薦されて入会に至ったものと確信いたします。
ロータリーはそもそも社会奉仕だと思います。こんなことを言うと怒られるかも知れませんが、社会奉仕に
はそれぞれ地域社会奉仕、近隣諸国向けあるいはグローバルな国際奉仕、そしてその全てに絡む青少年奉仕
等が考えられますが、その諸々を実践しながら勉強し、その理念を自分の仕事に生かし、儲かったらその一部を
ニコニコへという世界だと思うわけでございます。
従って、職業奉仕は常にその理念を忘れないようにあるのであって、4 つのテストなどを事務所に掲げて励
行するということで充分ではないかと思っているところでございます。
ロータリーで職業奉仕をやろうとすると大変難しいものがございます。それよりもロータリアンの皆様は、私
から見ると気がつかないうちに実にすばらしい職業奉仕をなさっておられます。
沢山の従業員を雇い、顧客の満足する仕事をして、それで業績を上げられ、お客さんの幸せはもちろん、従業
員やその家族の幸せ、取引先や下請けの幸せ、ひいては自分の家族の幸せ、更には地域社会への貢献等々、充
分に職業奉仕されていると思います。
これ以上喋っていますと何か飛んでくるといけませんのでもうやめますが、最後に我がクラブには職業奉仕
賞を差し上げたい方が沢山いらっしゃいます。特にお名前を挙げたい方もおられますがそれは差し控えたいと
思います。私以外ほとんどの方がそうだと思ってください。それが真のロータリークラブであり、真のロータリ
アンであるとわたしは信じます。 ご清聴有難うございました。

