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□会長の時間

井福 博文

10 月 18 日～10 月 24 日にかけて GSE チームが当
地区を訪問することは先週お知らせをいたしまし
たが、一昨日、山下俊介ガバナー補佐の召集で GSE
受け入れ会議が行われましたので、皆さんに報告い
たします。
出席者は 4ＲＣの会長、幹事、国際奉仕委員長、
ロータリー財団委員長で総勢 17 名でした。西クラ
ブ担当の男性ハッリ・オラヴィ・カウトネンさん(数
学教師・ミュージシャン)のホームステイホストフ
ァミリーを中山忠彦国際委員長宅で 3 日、船木修一
会員宅で 2 日、引き受けていただくことになりまし
た。お二人の会員には感謝いたします。
GSE チームは 18 日(日曜日)に延岡から列車で都
城に入ります。その日はメインホテルで引継ぎ式を
行い、その後同ホテルにて昼食会となっておりま
す。夜はそのままメインホテルに宿泊です。
翌日 19 日(月曜日)が当クラブ担当日となってお
ります、9:00 から都城市長を表敬訪問し、記者クラ
ブへの挨拶、その後地元企業の「霧島酒造」の工場
見学をして、お昼ごろ霧の蔵ブルワリーで昼食で
す。川口会員よろしくお願いいたします。
GSE チームに警備会社のメンバーがいますので
13:00 より小田賢一会員の警備会社「南九州システ
ム」を見学する予定です。
その後は、都城市の歴史資料館を見ていただきま
す。見学が終わったら、そこで抹茶を点てていただ
いて、お茶どころ都城と日本の風情を楽しんでもら
おうと思っております。

夜は、ささやかですが、中山荘で実行委員会と
ホストファミリーを加えて 4RC 合同歓迎会が開催
されます。
西クラブ担当以降のスケジュールは、20 日(火
曜日)が北クラブ担当日で、北クラブの例会出席と
なっています。
21 日(水曜日)は中央クラブ担当日で、都城ケー
ブルテレビ・ウェルネス交流プラザ等の見学が予
定されています。
22 日(木曜日)は都城クラブ担当で、関之尾の
滝・高千穂牧場等の観光、職業研修が予定されて
おります。23 日(金曜日)は都城クラブの例会出席
があります。例会終了後、解散式があり、宮崎の
サンホテルに於いて、地区 GSE 委員会へ引き継い
で当地区の責務が終わります。24 日の地区大会に
参加されます。
以上 GSE の日程が決まりましたので皆さんに報
告して、本日の会長の時間といたします。

□幹事報告

小坂泰一郎

小林ＲＣ………例会変更 9/16（水）
18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ ＊観月会
○ 都城北ＲＣ……2009-2010
ＩＭ（都市連合会）予報 2/14（日）
○ 米山記念奨学会…よねやまハイライト 115 号
○ 都城観光協会……2009 焼肉カーニバル
10/10（土）11:00-21:00

○

■クラブ報告事項
＊ 次週は祝日のため休会です。
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□ ロータリー 一口メモ

２００９－２０１０年度
フィンランドＤ１４３０ ＧＳＥチーム
宮崎西部分区受け入れ日程
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12:42
ＪＲにて都城到着
13:00
引継式 その後フリー
※ メンバーはメインに宿泊
10/19（月）
9:00～16:30 都城西担当
18:30 ４ＲＣ合同歓迎会
10/20（火）
9:00～16:30 都城北担当
都城北ＲＣ例会出席
10/21（水）
9:00～16:30 都城中央担当
10/22（木）
9:00～16:30 都城担当
10/23（金）
12:15
都城ＲＣ例会出席
終了後 解散式
宮崎へ移動

GSE の新境地を開く

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
小坂泰一郎…前田会員、丸山会員素晴らしい卓話を
有り難うございました
◎ 米山奨学会
井福 博文…米山奨学会へ
◎今後のプログラム 予定
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□ 本日のプログラム

前田 吉基会員卓話

前回、宮崎での地区協議会に参加した際、以来の卓話ということになりました。
テーマは自由に決めていいということだったのですが、むしろそのほうが難しいもので…、毎週会長の時
間でネタを考える井福会長はたいへんだなぁと思うところであります。
私は、この都城西ロータリークラブに入会させていただいたのが３月でしたので、ちょうど半年が経過し
たところです、そこでこの半年の中で起こった出来事をインターネットで検索してみました、あげればキリ
がないのですが、メディアで話題になっていたり、印象的だったことを例にあげると、まず最近ではマリナ
ーズのイチロー選手が９年連続２００安打という前人未到の大記録をうちたて、はたまた政治の方では民主
党が総選挙に圧勝し政権交代が実現、まさに今日、鳩山由紀夫総理大臣が誕生というわけであります。また
芸能界での麻薬問題が連日のように取りざたされ、こちらはいいかげんウンザリといったところです、さら
に遡っていくと裁判員裁判のスタートや国際宇宙ステーション実験棟「きぼう」の完成、新型インフルエン
ザ、北朝鮮によるミサイル発射、西松建設政治献金問題、定額給付金など他にもたくさんの出来事が日々起
きているわけでありますが、遡るにつれ「あぁ、そんなこともあったなぁ」と思います、それほどに人は過
去を忘れ、メディアからは「情報」が圧倒的な量とスピードで私たち生活に入り込んできていることを改め
て実感させられます。そしてその「情報」に人々の憶測や思惑などが入るとものすごいうねりとなって世の
中の流れを変える力になっています、特に今回の総選挙では顕著に表れたのではないでしょうか？「情報」
があふれるこの社会でそれを見極めるセンスを身につけていかなければいけないなと感じる今日この頃でし
た。さて、先ほどにも登場したマリナーズのイチロー選手ですが、先日ＮＨＫのスポーツ大陸という番組の
特集で、インタビューに対し次のようにコメント残したのですが、
「すごく深いなぁ」と思いました。
「当然２００本に到達するためには、まず１９９本を積み上げていかなくてはならない」
「なので、そこまで
に達するプロセスの方が僕には重要だった」この「１９９本を積み上げる」というところや「達するプロセ
ス」というところに、イチロー選手独特の感覚や普段から画面越しに見る野球に対する姿勢や意識の高さを
感じるような気がします、いまや誰もが認めるメジャーでも超一流のプロフェショナルですが、是非、今の
調子で記録を伸ばしてピートローズが持つメジャー記録４２５６安打を更新し、その先の景色を見てもらい
たいと勝手に願うところであります。なんだか卓話というより、日記みたいになってしまいました。

丸山 照明会員卓話

本日はこのような卓話の機会を与えてくださり有り難うございます。
１．自己紹介
２．自衛隊…レンジャー時代の思い出
３．長期入院中…その間の医療ミスの思い出３件
４．職場風土改革…ワーク・ライフ・バランスの取り組みについて
市内のある企業では、仕事と家庭の両立について、実践されているのに対し、我が社でも少しでも、近
づくよう努力したい。
＊ 毎週１回 ノー残業デーを推進する。
＊ 有給休暇の取得を推進する。
＊ 配偶者の出産休暇を５日間とし、取得推進する。
＊ 育児介護休業制度を安心して利用できる職場環境と風土作りを推進する。
そのために、管理者の意識改革し「お互い様」の精神を持ち助け合うムード作りをしたい。

