週報 第 1661 回

平成 22 年 5 月 12 日

点鐘
合唱
君が代 奉仕の理想
ビジター紹介
◎ 都 城
加治屋 宏 佐々木慈舟 菊村 和昭
◎ 都城北 隅倉 啓造 樋口 正義
◎ 都城中央
なし
各氏

□ 会長の時間

井福 博文

いよいよ 5 月になりました。5 月はロータリーで
は何の特別月間でもありませんので、今日は私の私
的な事をお話させていただきます。私は今回、この
時期に腰部脊柱管狭窄症のため入院・手術をする決
断をするのにあたり大変迷いました。ロータリーの
会長職にありながら、そしてまた代役を託す副会長
の体調も思わしくない中、例会を欠席しなければな
らないからです。手術は会長を終えてからでも遅く
はないのではないだろうか、と迷いました。しかし
当時の私の体調は例会で会長の時間を 4～5 分務め
ただけで両方の足がジンジンと痺れ、やっとの思い
で自分の席に戻っていました、しかも 6 月には国際
大会に出席しなければなりませんでした。このまま
では国際大会もキャンセルしなければならない状況
でしたし、そうすれば国際大会へ参加する予定者の
皆さんに迷惑をかけることになると考えました、そ
こで医師にそのことを相談したところ「大丈夫です、
今手術すれば 6 月にはカナダへ行けます。ただしコ
ルセットはしていただきます。
」と言われましたので
早めの手術を決断いたしました。手術の日程もでき
るだけ例会に出席できるように考えました。水曜日
の例会に出席して次の日に手術して、翌週水曜日は
例会を休ませて頂いてその次の週からは手術後 2 週
間経っているので外出の許可をもらって例会に出席
すれば、一回だけ例会を休むだけで済むわけだった
からです。
それと「ひかぶいごろ」の私には手術は恐くない
わけではなかったのですが、同じ手術をされた長友
先輩会員の話によると「手術した日の一晩がきつか
ったなぁー、後はたいしたこと無かった」と聞いて
おり、私は「一晩辛抱すればいいんだ」と思って

安心して手術をすることを決めました。いざ手術を
してみたら聞いていた通り一晩はさすがにきつかっ
たです、それでも鎮痛剤の点滴を受けながら「一晩
頑張れば、明日は楽になれる」と自分に言い聞かせ
眠れない夜を一晩我慢いたしました。ところが 2 日
目も 3 日目も相当痛くて苦しい思いをいたしまし
た、
「こんな話聞いてない」と何回も家内に呟きなが
ら、痛み止めの座薬を処方してもらいました。こら
え性の無い私には「地獄の苦しみでした」
、といって
おきましょう。その頃はベッドに腰掛け座りするの
にも腰に体を任せることができず、どこかを摑まえ
ていないと座れませんでした。トイレや煙草を吸い
に行くときは歩行機につかんさがって(しがみつい
て)行っておりました。しかし「日にっが薬い」とは
よく言ったもので 5 日目ぐらいからは歩行機に片手
を置いているだけで歩けるようになりました。その
後すぐ歩行機もとれ、病室の回廊を 10 分連続して歩
くことができるようになりました、しかも足の痺れ
や痛みなど全く無くなっていたのです。
「この調子な
ら退院は早いぞ」と思いリハビリを頑張りました。
コルセットは 3 ヶ月間付けていなければいけないよ
うですが、術後 4 週間経ったいまは普通に近い生活
ができるようになり、明後日に退院もきまりました。
以上、私の今回の闘病生活をお話して本日の会長の
時間といたします。

■幹事報告

小坂泰一郎

5/18（火）
○ 小林中央ＲＣ……例会変更
午前 7:00 牧場広場ステージ＊早朝例会
例会変更 6/ 8（火）12:00 えびの高原＊散策
○ ＲＩ本部………国際大会 信任状
ロータリー財団寄付に対する
優遇税制の廃止について（2010.7 月より）
○ ガバナー………月信５月号
国際大会信任状．投票代議員カード送付のお願い
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…国際ﾛｰﾀﾘｰ地区の会員増強
目標の書式提出のお願い（木佐貫）
地区協議会ＣＤ作成について（後日送付）

○ 地区６０史委員会…クラブの沿革他
実績について調査
○ 地区ＩＡ…第５回インターアクト連絡協議会
のご案内 6/5.6（土日）ﾒｲﾝﾎｲﾙ
○ 地区次年度クラブ奉仕…委員会開催の案内
（ｸﾗﾌﾞ奉仕．ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ．
ﾛｰﾀﾘｰ情報．広報雑誌ＩＴ）
6/13（日）13:30-16:00 ﾒｲﾝﾎﾃﾙ
○ ロータリーの友……ロータリーの友５月号
購読部数についてお願い
○ 伊集院ＲＣ……創立４０周年参加のお礼状
○ 鹿児島北ＲＣ…創立２０周年誌
○ 都城自衛隊…都城駐屯地１００周年記念行事
の延期について
○ 口と足で描く芸術協会…暑中見舞いのはがき
他の案内
■クラブ報告事項
＊６月定例理事会 5/26（水）11:00 中山荘
＊クラブ協議会 6/2（水）18:30 中山荘
＊次年度委員長へ→事業計画提出のお願い

□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

５５名
５名
３６＋３名
75.47％
4/27
5/3

85.18％
特休

三坂 今井 岩下 上田 中山

■委員会報告

３１年 三坂 昭一 ９年 外山 俊明 各氏
□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
外山 俊明…お陰様でつつがなく丸９年皆勤出来
ました。１０年に向けて頑張ります
永野修一郎…まちなか再生協議会をよろしくお願
いします
井福 博文…皆様にご迷惑をおかけしましたが、退
院が決まりました
小坂泰一郎…いよいよ木佐貫年度スタートですね、
頑張って下さい
小坂泰一郎…高橋会員ホールインワンおめでとう
ございます
◎ 米山奨学会
高橋 五男…三州ＣＣでホールインワンしました
◎ 教育振興基金
丸山 照明…地区協議会に参加させて頂き有り難
うございました
◎ ロータリー財団
木佐貫鐵蔵…ロータリー財団へ
◎今後のプログラム 予定
※変更があります。ご確認下さい。

萩原 中村七 鬼束 藤岡 山浦
福永直 中村静 串間

ＭＵ有会員
4/28 理事会

井福 小坂 木佐貫 平川 外山
高橋 土持 藤岡 棈松 三坂

4/30 都城

中村七 岩下 山下 吉元 盛田

5/6
中央
5/7
都城
5/8 志布志
5/9 地区協

三坂

萩原 吉田 土持 今井

ＭＵ無会員
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５／１９
５／２６
６／２
６／９
６／１６
６／２３
６／３０

三坂

国際奉仕担当
ロータリー情報・広報担当
新世代担当
社会奉仕担当
各委員会 事業報告①
各委員会 事業報告②
夜間お別れ例会…中山荘
会長・幹事退任あいさつ

井福 小坂
木佐貫 平川 小田 小俵 徳重
山浦 大峯 吉原 鎌田博 前田

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

中村七 上田 高橋 丸山

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

串間 鬼束 中山 福永直 川口

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

要ＭＵ会員
5/3

竹と風の学校
特休

5／12
5,000
2,282
9,200
10,000
2,000

計
365,398
93,686
291,780
239,000
145,000
71,725

＊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
ロータリー事務局
制作

■本日のプログラム

木佐貫鐵蔵会長エレクト
2730地区の2010－11年度クラブ協議会が城山観光ホテルでありました。各委員長様には日曜日に朝早くか
ら参加頂き有難うございました。来年度のＲＩ会長はレイ・クリンギン・スミス氏で米国ミズリー州の弁護
士で22年間トルーマン州立大学で弁護及び経営学の教授の経歴の方です。
テーマを「地域を育み大陸をつなぐ」を掲げられ最優先項目として、ポリオ撲滅、青少年にかかわる活動を
上げておられます。地区のｶﾞﾊﾞﾅーは伊藤学而さんで鹿児島大学の歯学部の先生です。
”クラブを活性化し地域と時代の要請に応えよう”を掲げられました。
そのための取り組みとして
１）地区長期計画（１０のプラン）の継承
２）各クラブで会則の見直しを奨励します。
３）各クラブで委員会活動の充実と活性化に取り組むことを奨励します。
４）クラブ事務所にインターネットが接続されていないクラブやホームページを
立ち上げていないクラブでは前向きに検討を始めることを推奨します。
５）各クラブあるいは分区で「地域を育む」企画や「大陸をつなぐ」企画への取り組みを奨励します。
またその取り組みを月信へ投稿することを奨励します。
６）ロータリー財団や米山奨学会が果たしている役割に関心をもつことを奨励します。
７）地区で取り組んでいるＧＳＥ、青少年交換、奨学生支援の充実と月信への
投稿を奨励します。
を上げられました。皆様のお力をお借りし、ｶﾞﾊﾞﾅーの方針に基きクラブ運営を行いたいと思います。 宜し
く御願いいたします。

平川 靖三副幹事
5 月 9 日日曜日、14 名の次年度役員、委員長と地区協議会に参加してきました。会場は鹿児島の城山観光ホ
テルです。午前 10 時から午後 5 時まで、びっしりと全体会議と各担当委員会ごとの部門別会議をとおして
研修してきました。
次年度の地区の方針が示され、木佐貫会長エレクトのもと、次年度のクラブのスムーズな運営に向けて、全
員が一致してやっていこうという決意と体制ができたものとおもいます。
幹事の役割と仕事の内容については、わたし自身あまりよく理解できていませんが、木佐貫会長エレクトの
方針のもと、クラブ会員全員が気持よく過ごすことができるようにすることだろうとおもっています。その
実現に向けて努力していきます。
次年度の地区大会が 10 月 9、10 日にかけて鹿児島で開催されます。脳科学者の茂木健一郎さんを講師に招
いているそうです。ぜひ、たくさんの会員と一緒に鹿児島での地区大会に参加し、楽しい時間を共有できる
ことを希望します。

小俵

武会員

２０１０～２０１１ 地区協議会報告
＊次期クラブ奉仕委員長の主な活動計画が発表された。
＜部門別協議＞
クラブ奉仕委員会
各小委員会への助言と情報提供・出席率の向上
フェローシップ小委員会（親睦）
親睦と親睦活動の違い・・・友愛、友情
ロータリー情報小委員会
会員研修、情報交換を密にして退会防止
広報，雑誌，IT 小委員会
地区 WEB サイトの充実を図る

徳重 幸男会員

