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それでこそロータリー
ビジター紹介
◎ 都 城
外山 勝
◎ 都城北
なし
◎ 都城中央 なし

□会長の時間

うです。かってイスラエル人が日本人は空気と水は
タダと思っていると言いましたが、資源としての造
水の時代が来ていると考えます。都城の上水道は地
下水ですから、いつまでも無限と言う訳にはいかな
いのではないのでしょうか。

中村 七郎

昭和の日で次週は休会です。一時期４月２９日は
みどりの日と言っていましたが、本来昭和天皇誕生
日である処から昭和の日に呼称が変わりました。み
どりと聞きますと植林を連想します。
今日、植林は日常化していますが、戦後復興期に
昭和天皇が全国を回られ、一段落してから治山治水
の為、再び全国に植林をされる旅をされたと伺って
います。
現今、わが国の山林事業は安価な外材輸入の為と
その労働環境の厳しさの所為で就労者が極端に少
なくなりました。都城は材木の集散地であり長い間
地域経済を支える重要な産業でもありました。杉や
檜が主な種類ですが、密植に始まり１０年位後から
樹姿の良い木を残し、間伐、枝打ち、下払いと繰り
返し作業が続き最終は７～８ｍ間隔に１本の大き
な木を育てます。この間４０年～５０年、時として
６０年の歳月が必要となりますから、人間一代でな
く二代、三代に渡る長期事業でもあります。
しかし材木価格の廉価で段々従事者が減少して
いるのが現実なのです。先に山林は治山治水と申し
ましたが、わが国の国土保全上にも大きな役割を果
たしています。ただ針葉樹が余り大きい面積を占め
ますと、保水力が落ちますので広葉樹も必要になり
ます。わがクラブの鳥集会員の亡くなられましたお
父様の発案で「どんぐりの森」が２０年程前にスタ
ートしたのは、この地域は針葉樹が多く、広葉樹が
少ないのでどんぐりを植林することにされたので
す。現在も続いています。広島県は養殖の牡蠣で有
名ですが、名産をよりよく育てるには河川からの水
質が大切だと解り、上流の山林の手入れを始めたそ

今週の余談です。
浄土宗系は説教の前「ごぶんしょう」を殆どのお
坊さんが読まれます。誰でもある程度記憶されてい
ると思いますが、次週のロータリー週報で旧かな使
いですから読み難いかと思いますがお読みくださ
い。間違っているかもしれませんが、確か蓮如上人
が友人に送られた文章と聞いています。
夫、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、おほ
よそはかなきものは、この世の始中終、まぼろしの
ごとくなる一期なり、されば、いまだ万歳の人身を
うけたりといふ事をきかず、一生すぎやすし、いま
にいたりてたれか百年の形躰をたもつべきや、我や
さき人やさき、けふともしらずあすともしらず、を
くれさきだつ人は、もとのしずくすゑの露よりもし
げしといへり、されば朝には紅顔ありて、夕べには
白骨となれる身なり、すでに無常の風きたりぬれ
ば、すなはちふたつのまなこたちまちにとぢ、ひと
つのいきながくたえぬれば、紅顔むなしく變じて、
桃李のよそほいをうしなひぬるときは、六親眷属あ
つまりて、なげきかなしめども、更にその甲斐ある
べからず、さてしもあるべき事ならねばとて、野外
にをくりて、夜半のけふりとなしはてぬれば、ただ
白骨のみぞのこれり、あはれといふも中々をろかな
り、されば人間のはかなき事は、老少不生のさかひ
なれば、たれの人も、はやく後生の一大事を心にか
けて、阿弥陀佛をふかくたのみまいらせて、念佛ま
うすべきものなり、あなかしこあなかしこ。

□幹事報告

吉原 信幸
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ガバナー…国際大会信任状の
取り扱いについて
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○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ…地区協議会の目的
（参加者に配布）
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□ 委員会報告

（5900＄約 60 万）

米山奨学会
（59 万円）

副委員長 井福 博文
2009-10 年度
委員会構成を配布いたしました

教育振興基金

0

223,000

10,000

258,000

（30 万円）

竹と風の学校

81,738

＊（）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

雑誌会報委員長

木佐貫鐵蔵

四月は雑誌月間です。ロータリーの情報発信には色々ありますが、クラブ内の出来事を毎週発信して
いる週報・ｶﾞﾊﾞﾅー事務所が月１回出しているガバナー月信・日本の地域雑誌ロータリーの友がありま
す。
私ごとではありますが、夫婦で楽しく週報を読ませて頂き、特に会長の時間は会長の人柄がでて今ま
で知らなかった一面も分かり夫婦の会話に花が咲きます。
週報の作成は雑誌会報委員会で原稿を作成し、事務局が印刷して例会場で配布されます。
私が入会し、雑誌会報委員会に所属したのは、２３代萩原会長の時で委員長は３３代会長の小田会員
でした。当時は印刷を外部委託していましたので、原稿を手書きして写真を添えて印刷所にもって行き、
印刷用のゲラすりの原稿を受け取り、それを再度ﾁｴｯｸし修正して印刷していました。次回の例会までの
１週間で、その作業をしますので忙しい思いをした記憶があります。この方式を大きく変えて現在の基
礎を作ったのが、２４代久木野会長の時の雑誌会報委員長の串間委員長です。印刷に詳しかったのでｺ
ﾝﾋﾟｭーﾀーを使った新しい試みで、自分達で出来るシステムを開発し副産物として当時８０万の印刷費
を大幅コストダウンを実現しました。
（１１０７回例会より）丁度この年度に中央クラブが事務局を独
自で持ちたいと言う話が起こり、２５代加治屋会長の時から事務局にコンピｭーターとデジカメを購入
し３クラブで共同で製作を始めました。(１１５５回より)
現在は会長の時間の原稿は会長がワープロ等で作ったデータをフロッピーやＣＤ等のメディアで事
務局に渡し、外部卓話等は本人から原稿を頂き週報の素にしています。若い人等はメールで原稿を送る
方もおられます。又、週報に使われているイラスト等はインターネットの無料イラストが使われており、
時代の変化を感じます。
又、西クラブのホームページに週報が、そのまま使われますので、前の週報をラウンロードし印刷も
出来ます。個人的な情報等は、特に外部の人の個人情報は配慮して掲載することに気を付けています。
次は月信にですが、ガバナの所属するクラブが中心になり製作されているようです。吉松ｶﾞﾊﾞﾅｰの時、
都城中央クラブが担当され取材に鹿児島の離島まで行かれて友好を深められた話なども聞いたことが
あります。
最後にロータリーの友ですが、第一号は昭和２８年１月（１９５６）創刊され１９８０年７月に R.I
が公式に認めた地域雑誌となり１９９１年にはＲ.Ｉ会長総合優秀賞に選ばれいる、権威ある情報誌で
す。私は健康維持の為ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞしなかった日には、上半身だけ下着をつけ半身浴を行います。その時の
数十分間の間雑誌を読むようにし、今年は委員長になった事もありロータリーの友を見ていましたら、
皆さんの机にあるＨ２１年２月号Ｐ２５にペーパーレス会報活動の取り組み 三春ＲＣの記事が目に
留まりました。
内容は紙面をお読み下さい。
このように友は日本内のロータリアンの活動を紹介したり、２００８年７月号では新ＲＩ会長紹介Ｐ
３－１８迄紙面を割き、李会長を取り上げています。
これを読むと韓国ロータリーの事が少しではありますが、分かってきます。今後も色々な内容を機会
があれば紹介したいと思っています。以上雑誌月間に対する感想を披露いたしました。
内容が独断と偏見になりましたが、ロータリーの友情でお許し下さい。

園田 継昭 ・ 鎌田 博文 ・ 上田やよい 各氏

鎌田 博文

Ｓ２５．４．１７生

Ａ型

職業分類：製茶業

ワンメッセージ
「百年に一度の大不況」なら、この不況を乗り切ることさえ出来れば、残り九十九
年間は、少なくともいま（現在）よりは明るい状況が訪れる。ということになる
のではないか。何としてでも頑張り抜かなくてはならない。
そう考えれば〈百年に一度のチャンス！〉という考えがあってもいい。
先日ふと想いました。

上田やよい

Ｓ２３．４．１１

Ａ型

職業分類：農機具販売

ワンメッセージ
４月１１日は６１才の誕生日でした。桜も終わり、初夏を迎え、我が家業も草木
と共にやっと花が咲いて参りました。社員も忙しくなって残業も惜しまず、頑張
ってくれています。やっぱり社員は宝です。これからもも家業頑張って守ってい
きたいと思います。よろしくお願いします。

