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なし
◎ 都城北
樋口 正義
◎ 都城中央 なし
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のとは「あちらもトクしこちらもトクすることが大
切だ」という記事を紹介しましたが、議論倒れしな
いよう政治化外交力を大いに発揮して頂きたいで
す。
本日は海軍記念日です。日本海海戦でバルチック
各氏
艦隊を破り戦争の決着をつけました。バルト沿岸を
本拠地とするロシアのバルチックは、旅順（旅順陥
□会長の時間
中村 七郎
落後はウラジオスットク）へ向けてリエパヤ港を出
発し喜望峰を廻る航海を続け、１９０５年５月２７
日、２８日の日本海海戦において日本軍連合艦隊と
激突しました。連合艦隊は、東郷平八郎司令長官の
優れた戦術、秋山真之、佐藤鉄太郎参謀による見事
な作戦、上村彦之丞将軍率いる第二艦隊（巡洋艦を
中心とした艦隊）による追撃で、バルチック艦隊の
ロジェストウェンスキー司令長官を含め多種脳の
多くが日本軍の捕虜となるほど、連合艦隊の一方的
な圧勝を収めました。この結果は列強諸国を驚愕さ
せ、ロシアの脅威に怯える国々（特にトルコ）を熱
北朝鮮の核実験が強行されました。わが国の安全 狂させ、この結果日本側の制海権が確定しました。
保障上重大な問題です。戦後米国の核の傘のもと、 又満州で交戦中のロシア陸軍やロシア皇帝に戦意
朝鮮動乱特需景気で経済復興をなしとげました。核 を失わせる結果になりました。
今週の余談です。
の傘によるわが国の軍事費が世界各国の対ＧＮＰ
軍艦行進曲（マーチ）は皆さんご存知と思います
に占める割合からすると、比較的小額であったこと
が幸運をもたらしました。朝鮮は日韓併合まで来李 が以下に列記します。作詞は鳥山啓氏で当社の題名
王朝が７００年続きました。今日の北朝鮮を金王朝 は「此の城」です。①守るも攻むるも黒鉄の、浮か
と考えれば、その維持の為にさまざまな国家戦略を べる城ぞ頼みなる、浮かべるその城日本の、皇国の
核開発に懸けているのでしょう。今日外交の基本で 四方を守るべし②石炭（いわき）の烟（けむり）は
ある国家安全保障の観点からみますと、日米安保条 大洋（わだつみ）の、竜かとばかり靡（なび）くな
約のみに頼る政策は、危険性が増しているように思 り、弾丸（たま）うつ響きは雷の、声かとばかりよ
われます。自国の安全は自国で守るという基本に立 どむなり、万里の波濤を乗り越えて、皇国の光輝か
ち返る必要があるのではないのでしょうか。他国に せ。明治維新５年前の１８６３年薩摩藩と英国は錦
自分の首を預けたままなのは如何なものかと危惧 江湾で戦いました。東郷平八郎も 16 歳で父や兄と
します。北朝鮮には金王朝維持、中国には軍事緩衝 参戦しています。
この戦闘中英国軍艦の上で戦意を鼓舞するのに、
地帯としての北朝鮮利用、ロシアには米国一国世界
支配からの北朝鮮カードの利用。いずれにしても、 しばしば軍楽が吹奏されるのを聞いた薩摩藩士た
各国の思惑で外交がなされていますので日本も上 ちは、戦後「あれはよかもんじゃ」となり、いつか
手に世界戦略を考えることが大切と考えます。先週 機会あれば藩にも取り入れたいと言い合っていま
イタリアの地震被害対策に関し、塩野七生氏の外交 した。

作曲した背戸口藤吉氏（薩摩藩出身）が軍楽師に
なった頃、先輩から「外国には国家の次にその国を
代表する歌があるが残念ながら日本にない」から作
ってみないかと言われてこの曲が出来ました。

□幹事報告

吉原 信幸

○ □都城中央ＲＣ……特別休会
6/4（木）
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ ６月
１㌦９８円（現行 98 円）
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ………海外在住米山学友
ホームカミングのご案内
○ 地区次年度Ｒ財団…次年度年度計画書
作成にあたってお願い
○ 地区ＩＡ……………第 2730 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
国際交流会のご案内
9/11.（金）～9/14（月）
○ 都城泉ヶ丘高校定時制……授業公開の案内
6/1（月）-6/5（金）17:55-21:10
○ 薬物乱用防止指導員都城地区協議会…
平成２１年度研修会の開催ご案内
6/24（水）14:00-16:00 都城保健所
○ 九州ﾌﾟﾗｽﾈｯﾄ…卓話講師利用について
□クラブ報告事項
＊６月定例理事会 5/28（木）18:00-中山荘
＊クラブ協議会
5/28（木）18:30-中山荘
＊次年度クラブ協議会
6/3（水）18:30-ロイヤル
＊本日 18:30-中山荘
最終情報集会

□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

５9 名
４名
４７＋２名
84.21％
５/13
96.55％
5/20
82.14％

□ 委員会報告

2009-10 年度の
事業計画書の提出を
お願い致します

□ＳＡＡ報告

修

◎ ニコニコ箱
都城北・樋口 正義…中村年度、最後のＭＵよろしく
お願いいたします
中村 七郎…ロータリー財団の寄付金が今少し、不足
しています。まだの方は何卒ご協力をお
願いします
吉原 信幸…山下会員、船木会員、卓話有難うごさい
ました。山下会員より都工バレー部の話
をして頂きました。有難うございまし
た。中村会長よりニコニコ封筒を渡され
ましたので…少々
◎ 米山奨学会
今井 幸夫…米山奨学会へ
◎ 教育振興基金
河中
功…教育振興基金へ
◎ 今後のプログラム 予定
６／３
各委員会事業報告①…ｸﾗﾌﾞ奉仕部門
６／１０
夜間例会…宮崎ﾎﾃﾙﾌｪｯﾆﾂｸｽにて
６／１７
各委員会事業報告②…３大奉仕
６／２４
会長・幹事退任挨拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

届出有

土持

串間 上田 草水 吉田努 山浦

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

福永直 久保 鳥集

ﾛｰﾀﾘｰ

財団

5／27
3,000
2,643
0

計
287,541
96,368
392,800

10,000

251,000

10,000

273,000

（5900＄約 60 万）

ＭＵ有会員
5/22

都城

中村静

5/21

中央

なし

米山奨学会
（59 万円）

5/26

北

草水

教育振興基金

5/23 志布志ﾐﾅﾄ

井福 吉田努

5/24 会員増強

岩橋 井福

（30 万円）

竹と風の学校

89,530

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

ＭＵ無会員
５/13

鬼束 船木

要ＭＵ会員
5/20

大峯 鬼束 川口 山下 中村静
串間 永野 川元 盛田 鎌田継

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

友愛 小田委員長

山下 直哉会員

船木 修一会員

歴代会長 広瀬 忠雄氏

友愛委員会卓話
委員長 小田賢一
中村年度の友愛委員会の小田です。今年度は、お一人の退会者とお一人の入会者で、現在会員数 59
名です。6 月まで友愛委員会の努力目標である会員維持に、取り組んで行きたいと思います。
最近、大阪に「日本一明るい経済新聞」という新聞が発行されているのを初めて知りました。編集長
の竹原信夫さん（今年 61 歳、日本工業新聞社退職後、2001 年に産業情報化新聞社を設立し、月刊新聞
「日本一明るい経済新聞」を発行）は、ある中小企業の社長から「暗い記事ばかり読むから暗くなる」
と言われ、気持ちを明るくする記事を提供しようと１人でこの新聞を作り始めました。
これまで５,０００人以上の中小企業の取材をして元気な会社の共通点を見つけました。それは「あ
いうえお」にまとめられると次のように言っています。
「あ」---会社のみんな（社長や社員さん達）が、明るくて元気がある。
「い」---意志を強く持つこと、やると決めたらからには絶対にやる、負けないこと。
「う」---運が良いと思いこんでいる、楽観主義、プラス思考。
「え」---縁を大切に、自分さえ良ければ良いという人は、絶対にダメになる。逆に思いやりがある人
の縁は広がっていく。
「お」---「大きな夢」を持っている。社長初め、会社の１人１人が大きな夢を持っている。それが仕
事の目標や生きる目的になる。

またこんなことも言われています。
「今の世の中は、あれこれ複雑に考えすぎるのでは・・・。心が
変わればすべてが変わる。単純なようだけれど、一番心が大事だと思います。沈んだ心を生き生きと明
るい活字で善導し、より多くの人に大きな夢を持ってもらいたい。そんな思いで毎日この新聞を作って
います。
」
未だかつてない不況の時代です。竹原編集長の言われる「あいうえお」から元気をもらって仕事や人
生に前向きに生きて行きましょう。

船木 修一
皆さん、こんにちは。
私は船木修一と申します。職業は保育園です。二つの保育園が有り、祝吉町に、みやこのじょう児童
学園、もう一つは庄内の菓子野町に菓子野保育園があります。園児数は 2 ヶ所で 170 名になります。
今日の新人卓話は西ロータリークラブに入ったきっかけと一年経った、現在です。
まず、このクラブに入ったきっかけは、副委員長の小坂泰一郎さんと前会長の小田賢一さんが泉ヶ丘
高校の第 22 回生で、昨年の正月頃から二人で私の職場に何の用事もないのに顔を見せるようになり、
世間話や同窓会の話などしながら帰ること 3,4 回くらいありました。
5 月になりますと耳慣れないロータリークラブと言う話が出て参りました。全く意味不明の話で、よ
うやく誘いの話の段階になりましたが、頑なに固辞していますとホテル中山荘のランチを気軽に食べま
せんかと、御馳走で釣りに来ました。何回も二人して来られるので曖昧な返事を返したところ、次の水
曜日に一緒に行きましょうと誘われまして、皆様と御一緒させて頂きました。次の食事会もタダでした。
これはシメシメと 6 月に入った時でしたが、会場の入り口に二人の綺麗どころの女性（丸山さんと本山
さん）に呼び止められました。
「船木さん」と優しい声でした。手招きされて、何の用事かな？と思い
つつ美声の下に行きますと、にっこり微笑んで、
「16,000 円」ですと命令されました。と、その時、か
の同級生に騙された事に気付いたのでした。
「ウソツキめ」と正直に思いました。それからは美味しい
はずのランチが少しだけ不味くなったようなきがしました。それから半年は苦痛の水曜日でした。そし
てその頃、鎌田委員長さんから一冊の本を頂き、次月から新人教育が始まりました。鎌田委員長は泉ヶ
丘高校の先輩で剣道部の主将で、当時、私と小坂会員はラグビー部に所属して、練習前後に指導や談笑
の日々を送りました。
私も子育てが終わり、40 代前後は今時で「アラフォー」と言うのだそうですが、還暦前後は「アラ
カン」と称するそうで、子育ての終了後目標などを見失う頃でもあったその頃でした。毎月の勉強会、
研修等でロータリーの精神の一つに「社会奉仕」
、
「職業奉仕」と言う時間がありました。人として何か
存在感が無いといけないと何かしら思っている所に、この言葉が私に響いて参りました。勉強、指導の
半年で今、何かを感じ始める事となりました。まだまだ未熟ではありますが、これからもよろしくお願
い致します。同級生の
二人には、今では大変感謝しています。この「場」に居ることとロータリーの仲間である事を大変嬉
しく思います。ご清聴有り難う御座いました。

