
点鐘

合唱 それでこそロータリー

ビジター紹介

◎ 都 城 山浦良太郎 佐々木鴻昭

◎ 都城北 樋口 正義

◎ 都城中央 なし 各氏

□会長の時間 井福 博文

先週はハイチ大地震について RI からガバナーを

経由して被災者への財政的救援の要請が来るものと

思います。と話しましたが、本日ガバナーより連絡

の文書が参りましたので、会員皆さんにお知らせい

たします。ジョン・ケニーRI 会長、グレン E エス

デス･シニア元会長およびエド・フタ(布田)RI 事務総

長氏より今回のハイチ大地震への救援基金の依頼が

来ましたが、地区として検討した結果、今回は緊急

性がありましたので、地区世界社会奉仕の資金から

10,000＄を寄付することになりました、従って各ク

ラブへの募金負担は要請しないことにするという内

容でした。しかしながら、先週私が提案いたしまし

た街頭での募金活動が本日の例会前の理事会で承認

されましたので、来る 2 月 6 日都城西高校のインタ

ーアクトの協力を得て早鈴ジャスコにて午後 2 時か

ら 5 時までの 3 時間、募金活動を実施することとい

たします。この行動はロータリーの広報にもつなが

りますので、多くの会員の皆さんの理解と協力をお

願いいたします。

さてＮＨＫの最近の番組で「坂の上の雲」大河ド

ラマ「龍馬伝」など幕末から明治維新そして明治後

期への歴史ドラマが連続して放映されています。前

回の「龍馬伝」は主人公の坂本龍馬がいかがわしい

店で桂小五郎と出会ったところで終わりましたが、

彼らはその後、「勤皇の志士」と呼ばれることになり

ます。私はその勤皇の志士の一人、伊藤博文が好き

であり関心があります。私と伊藤は「いふく博文」

「いとう博文」と 2 字違いです。私の父からは伊藤

博文のように大きな人物になるようにと名前を付け

たと聞いております。

しかし私はそんな大きな器ではなかったようで

す。 
昨年度のバーミンガム国際大会に参加した時、ロ

ンドンで遊んでいるときに知り合った、現地在住の

日本人男性から伊藤博文らを讃えた大きな碑がロン

ドン大学の中庭にあり、日本人に関するこれほど大

きな碑はヨーロッパのどこにもないということを聞

いて、是非見てみたいと思い、ロンドン大学の中庭

を訪ねてみました。そこにあったのはおよそ横

160cm、縦 100cm、厚さ 15cm の御影石で作られた

本当に立派な碑でした。碑には「1863 年及び 1865
年にUCL(ロンドン大学)を訪れ、帰国後近代日本の

基礎を築いた先駆者を讃える」「1863 年文久 3 年、

伊藤博文・井上勝・井上馨・遠藤謹助・山尾庸三．．．．．」

と片面が日本語で反対面が英語で書かれていまし

た。1863 年は江戸末期で日本は鎖国をしていた時代

でした。私は少し誇らしげに感じて、写真をたくさ

ん撮ったり碑文を書き写したりしました、それでも

まだもったいなくて、しばらくその場を離れられま

せんでした。

伊藤博文は帰国後、高杉晋作らと国内で活躍する

のですが1870年(明治3年)にサンフランシスコから

ワシントンに入りグラント大統領に謁見し、2 年後

にも再びワシントンを訪れています。その 10 年後

1882 年(明治 15 年)からはシンガポール、アレキサ

ンドリア、ナポリ、ローマ、ベルリン、パリ、ウィ

ーン、モスクワなど海外を歴訪し憲法調査など西洋

諸国の政治を学びました。そして 3 年後の明治 18
年に新内閣制度発足によって初代内閣総理大臣に就

任します。其の時の閣僚の中にロンドン大学の碑に

刻まれている人物が 4 人もいました。

江戸時代、鎖国をして

いた日本で学問を積み、 
海外でもまた勉強をし

て近代日本の礎を築いた、

若く、勇気ある伊藤博文

らに敬意と驚きを感じます。
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■幹事報告 小坂泰一郎

○ ガバナー……ハイチ大地震救援基金について

（地区WCS より１万㌦）

○ 地区ＩＡ……第 45 回年次大会記録誌

○ 米山記念奨学会…確定申告用領収書

（各個人へ） 
○ 伊集院ＲＣ…創立４０周年記念式典のご案内

4/24（土）伊集院文化会館

○ （財）教育振興基金…負担寄附金のお願い 
○ 都城青年会議所……通常総会出席のお礼状

○ オクトン……2010-2011
ＲＩのテーマ幕のご案内

■クラブ報告事項

＊情報集会 2/3（水）18:30-中山荘

□出席報告

会員数 ５6 名

出免数 ４名

出席数 ４１＋２名

出席率 79.63％

前々回修正出席率 1/14 96.36％

前回修正出席率 1/20 83.02％

届出有 脇丸 中村静 四季 上田 串間

前野 吉元 福永直 盛田 鬼束

山下

ＭＵ有会員

1/22 都城

1/19 北

1/21 中央

吉元

なし

なし

ＭＵ無会員

1/14 福永直 船木

要ＭＵ会員

1/20 中山 船木 鎌田継 山下 川口

中村七 鎌田博 串間 鬼束

■ 委員会報告

地区よりＧＳＥメンバー受け入れの際

ホームスティ先のお礼

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

都城・山浦良太郎…お世話になります

都城北・樋口 正義… 同じ 
小坂泰一郎…萩原会員素晴らしい卓話ありがとう

ございます

小坂泰一郎…中山・船木会員ＧＳＥのホームスティ

どうも有り難うございました

小坂泰一郎…工藤会員、親睦委員会での活躍を期待

します

井福 博文…2/6 のハイチ地震救援募金活動のご協

力をよろしくお願い致します

◎ ロータリー財団

中山 忠彦…半分をロータリー財団へ

◎ 米山奨学会

中山 忠彦…米山奨学会へ

◎ 教育振興基金

長友 喜信…教育振興基金へ

◎今後のプログラム 予定

２／３ 国際奉仕担当

２／１０ ロータリー情報・広報担当

２／１７ ＩＭ報告

２／２４ 社会奉仕賞

※ ３月のプログラムは、東ウルサンＲＣの訪日の

為下記の通り、変更がありますので、ご了承下

さい

３／３ 職業奉仕賞

３／１０ 教育振興基金

３／１７ → １９ に変更し、東ウルサン歓迎例会

３／２４ インターアクト担当

３／３１ 特別休会

1／27 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 7,000 256,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,034 55,399
ﾛｰﾀﾘｰ財団 4,500 255,280
米山奨学会 2,000 199,000
教育振興基金 5,000 107,000

竹と風の学校 43,769
＊雑誌会報インターネット委員会

高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉

前野益孝 ロータリー事務局 制作



■ 本日のプログラム

ＣＬＰ推進への提言

ＣＬＰ推進担当 萩原和洋
１年ぶりの登壇ということでいささか緊張もしております。有難くもあり、有難くもなしと

いったところでしょうか。

昨年の今頃は８０ｋｇ近くあった体重がいまや６０ｋｇ弱となりました。４分の１、１クオ

ーターの減ですね。先日テレビを見ていましたら、人間の最大寿命は１２０年あるらしいので

すが、これは特別のこととして男の平均寿命が８０歳ということでございます。私も先日還暦

のお祝いをしていただきましたが、現在６０歳ということで、まさに平均まで生きても１クオ

ーターを残すのみとなりました。競馬で言うと第４コーナーをまわったところですか。これか

らが落馬したり、鞭がはいったり、追い抜き追い抜かれ、色々なドラマが生まれることと存じ

ますが、自分としては体重の１クオーター減が平均寿命の残り１クオーターに味方してくれて、

平穏に過ごせると有難いなと願っております。

そして又、ロータリー歴もお蔭様で２５年になります。ロータリーの創立は１９０５年です

ので１０５年になりますが、ＲＩいわゆる国際ロータリーができて１００年、１９１０年です

から、そういう意味におきましたら、１クオーターとなります。そう考えますと、私にとりま

して本年は大変大きな節目の年ということになりますが、今後とも可能な限りサービス（奉仕）

の心をもって、ロータリーライフをエンジョイしてまいりたいと考えております。

さていまや、世の中不景気の真っ只中でございますが、３年目の今年はＷ型の大底になって

くれるとありがたいのですが・・・。

そしていまなぜか坂元竜馬、岩崎弥太郎が大河ドラマ等で出てまいります。大河ドラマは何

かしらその時々に良いヒントをくれるものですが、私にはまだまだ解りませんが、テレビで別

府温泉を一大観光地にした油屋熊八さんの話や京セラの稲盛会長のお言葉を聞いております

と、共通して無私の精神、利他の心ということを言っておられます。自分たちの利益というよ

りも他者、他人の利益を第一主義とすることなのでしょうが、あのＪＡＬの再建もきっとうま

くいくことであろうと思っておるところでございます。

会計 棈松 豊治会員

【中間決算報告】



以前、ロータリーの地区大会で稲盛会長のお話を聞いたことがありましたが、これこそロー

タリーの言わんとしていることだなあと再認識したところでございます。遠くはシェルドンの

掲げた相手の身になって励むこと、これが商売繁盛を続ける秘訣だということで、最もよく奉

仕する者、最も多く報いられるという標語やコリンズの超我の奉仕（無我の奉仕）という標語、

あるいはハーバート・テイラーが提唱した四つのテストはまさにこのことを言っているのだな

あと実感した次第でございます。

そしてまた昨年もいろいろなことがありました。大きくは政権交代ですね。官僚主導から政

治主導ということでこれまでの政治が一変しております。中でも解り易いマニフェストもさる

ことながら、あの事業仕分けですよね。本当に必要なのか、無駄はないかどうか、厳しい査定

をしています。

ロータリーも同じことが言えると考えます。ロータリーの諸問題に真正面から向き合う必要

があります。政治主導ならぬ会員主導といったところでしょうか。事務局（官僚）任せではな

く、会員自身（特に役員理事）がもっと勉強してロータリーを運営するということが大切であ

ろうかと存じます。解らないところはガバナー事務所か、ＲＩの日本支局へ聞きましょう。事

務局も難しいことを聞かれて困っていると思いますよ。

さてＣＬＰとは、クラブ・リーダーシップ・プランの略でございますが、会長の諮問機関と

して効果的なクラブ管理の枠組みを提供させていただき、クラブの充実化を図ることを目的と

しております。運営がしやすく、楽しく効果の上がる組織作りということで、委員会の再編を

含めたこれまでの活動等、永年のしがらみをなくして、見直すべきは見直すという強い姿勢で

臨んでいかなければならないものと存じます。（チェンジ！！ イエス・ウイ・キャン！！）

それには特に役員理事は３年ごとに出版される手続要覧を通読され、最新の情報を把握し、

できればクラブ定款はもとより推奨クラブ細則もそのまま採用されることを提案する次第で

ございます。そのほうが手続要覧という参考書もあるし、地区のリーダー・シップ・プランと

の連携もスムーズで混乱も少なく、会長のリーダーシップも発揮しやすいのではないかと思い

ます。

以上本日は時間も短く、推奨クラブ細則の詳細については、又次の機会ということでご勘弁

いただきたいと存じます。ご清聴有難うございました。

＜最新の推奨クラブ細則からの抜粋＞

常任委員会は次のとおりとする。（それぞれ委員長は理事が担当します）

○ 会員増強委員会

○ 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

計画の一貫性を図り、継続性を保持するために可能であれば、委員会委員が同じ委員会を 3
年間務めるよう任命すべきである。

ちなみに現在は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕の５常任委員会

です。（それぞれ現在も委員長は理事が担当しております。）


