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また、当クラブも先週の例会の時にすでに 38,000
君が代 奉仕の理想
円を理解ある会員からの浄財をいただいており、こ
の 3 つの募金を合計すると 22 万円以上になりまし
なし
た。この中から 5 月 18 日地区ガバナーより口蹄疫
なし
に対するクラブへの 20,000 円の支援要請の分を拠
なし
各氏
出いたしました。残りは西高校インターアクトクラ
ブと送金方法などを協議して県に渡したいと思って
□ 会長の時間
井福 博文 おります。
さて先週話しました規定審議会の報告で「インタ
6 月になりいよいよ本年度も最後の月となりまし
12 才まで引き下げる件」は決定
ーアクトの年齢を
た。
宮崎県では口蹄疫の防疫体制が強化されている したと秦ガバナーから聞いておりましたが、確認で
中、数日前に新たに感染が確認された農家さんが数 きていないと話しましたが、最新情報によると 1 月
件出ました。いったい何のための防疫対策だったの に行われた RI 理事会においてインターアクトプロ
かと思うと残念です。それとも防疫体制を敷く以前 グラムの発展を促していけるよう、インターアクタ
ー会員資格の最低年齢を14 歳から12 歳に引き下げ
に感染していたのでしょうか。いずれにしても畜産
ることに決定いたしております。そのためインター
農業を営まれている農家さんの心境は察するに余
アクト会員資格の最低年齢を引き下げる立法案は、
りあります。また、非常事態宣言が出されて以来、
4 月 25 日～30 日にシカゴで開催された規定審議会
不要不急の外出を避けるようになったせいで、あら
で 2 件討議される予定でしたが、1 月の理事会決定
ゆる業種で経済が困窮をきわめているようです。先 を受け、立法案は取り下げられたようです。
週の丸山会員の話にもあったとおり予約のキャン 審議会においては、指導力養成プログラムに参加す
セルが相次いでいるホテル関係は営業が普段どお る若年成人による望ましい変化を評価するために、
りにできていないようです。米を商っているある業 インターアクトクラブをＲＩの常任委員会として
者さんはホテル関係の需要が7～10 分の1 に激減し 設置し、
「新世代奉仕」という奉仕の第 5 部門を創
たそうです、米屋さんに限らず鮮魚を扱う魚屋、野 設することが承認されました。
菜など扱う八百屋さん等いろんな業界においても
売上減少の影響があるようです。
幹事報告
小坂泰一郎
そんな中、先週の土曜日 5 月 29 日に都城西高校
インターアクトクラブと我がクラブとで口蹄疫で ○ 日南ＲＣ………例会変更
6/9（水）18:30-ﾎﾃ
被害を受けられた農家さんを支援しようと街頭募
ﾙｼｰｽﾞﾝ日南 ＊ｸﾗﾌﾞ協議会のため
金活動をいたしました。インターアクトクラブの生
6/16（水）18:30徒さんが 20 名、我がクラブの会員や奥様をいれて
ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南 ＊創立記念例会のため
20 数名の参加していただいて、午後 2 時から 5 時 ○ 都城ＲＣ………例会時間変更 6/18（金）18:30までの 3 時間、早鈴のイオンジャスコ店で行いまし
ﾒｲﾝﾎﾃﾙ
＊親睦例会のため
た。たくさんの善意ある人や我がクラブの会員や会 ○ 都城北ＲＣ……例会時間変更 6/22（火）18:30員の会社の人たちから 137,995 円の募金をして頂
都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ＊お別れ例会のため
きました。一方でインターアクトクラブは前もって ○ 高鍋ＲＣ………６月例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予定表
その週の火曜日から金曜日まで学校内で募金活動 ○ ガバナー………月信６月号
をしていて 64,665 円をすでに募金をもらっていま
した。

点鐘
合唱
ビジター紹介
◎ 都 城
◎ 都城北
◎ 都城中央

○ ガバナー．地区社会奉仕…地区社会奉仕として
各会員による献金のお願い
＊会員一人当たり 1,000 円
○ 地区ﾛｰﾀﾘｰ情報広報…「地区情報-研修小委員会」
ｱﾝｹｰﾄの結果を地区の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載について案内
○ 地区ＩＡ……6/5.6（土日）ｲﾝﾀｰｱｸﾄ連絡協議会
延期又は中止のお知らせ
○ ロータリーの友６月号
■クラブ報告事項
※４ＲＣ合同名簿→校正をお願いいたします。
※本日 18:30-中山荘
クラブ協議会
＊事業計画書ご持参下さい。
※次年度クラブ協議会 6/9（水）18:30-中山荘
※次年度委員長→事業計画提出のお願い
5/27 締切
※６月例会出席予定表の提出をお願いします
※次週の例会は島津邸見学です。
時間は 12:00-12:30 食事
12:30- 例会
12:45-見学
※新会員公示

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

５５名
５名
４０＋３名

前々回修正出席率

5/19

81.13％
79.31％

前回修正出席率

5/26

87.03％

届出有

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
土持
修…6/9 は社会奉仕担当の都城島津邸見学
になっています
三坂 昭一…31 年間の皆勤バッジを頂きました。
今後も頑張ります。どうぞ宜しく
小坂泰一郎…池田会員素晴らしい卓話有り難うご
ざいました
小坂泰一郎…5/29 口蹄疫被害募金多数の会員の方
に御協力を頂きました。どうもありが
とうございました
◎ 米山奨学会
土持
修…長友委員長へ目標に向かってもう少
し頑張りましょう
丸山 照明…米山奨学会へ
川口 恒吉…霧島ビールを飲んで中国上海へ飛ぼ
う２５名様ご招待します
井福 博文…会員みなさんに米山奨学会御協力頂
きました
◎ 教育振興基金
川口 恒吉…霧島地ビールビアガーデンは明日６
月３日オープン前売り券３５００円
です
丸山 照明…教育振興基金へ
◎ ロータリー財団
丸山 照明…ロータリー財団へ
川口 恒吉…霧の蔵ガーデンテラスが改装されま
した。必見です

大吉 串間 外山 鳥集 中村七
木佐貫 中村静 吉田 船木 前田

ＭＵ有会員
5/28

都城

山浦

5/27

中央

なし

5/26

理事会

井福 小坂 木佐貫 平川 棈松
高橋 中山 外山 土持 藤岡

5/29 Ｒ情報

木佐貫

ＭＵ無会員
5/19

岩下 串間 福本 高辺

要ＭＵ会員
5/26

岩下 福本 鬼束 中村静 盛田

◎今後のプログラム 予定
※変更があります。ご確認下さい。

６／９
６／１６
６／２３
６／３０

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

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

6／2
5,000
2,616
10,000
20,000
10,000

計
387,198
101,460
332,580
331,500
188,000
78,350

＊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

池田誠至朗会員卓話
４月 14 日に入会いたしました 池田誠至朗 と申します。凡人の上に他人様からは変わり者と云われて
いる男でございますれば、たいした協力も出来ないかと存じますが、協調・協力の心で頑張りますので、ど
うぞよろしくお引き回しの程お願い申し上げます。
私の仕事は、鹿児島県・宮崎県の官公庁及び一般企業の事務所を巡回いたしまして OA 関連商品の販売と
リサイクルを社員 40 名の体制で得意先 11000 軒を毎日懸命に回ってサービスを致しております。現在はコ
ニカ・ミノルタのコピー機複合機、キャノン・エプソン等のプリンター販売と修理、シャープの家電販売。
一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理と需要が多く世間様が不景気と言われる中でも調子良く順調に会社が
伸びていっておりありがたく感じております。ほとんどの方が当社のお客様ですが、コピー機の分何かあり
ましたらお安くさせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。
当西ロータリーさんとの縁は、10 年程前に岡崎会頭から｢君をロータリーに入れたからな｣
と云われたのですが‥残念ながら 10 年前はまだまだ昼は余裕がなく、岡崎会頭から｢おまえは裏切った！裏
切った！｣と言われ続けて心苦しいものがありましたが、
この度ゴルフ友達で有り人生の上でも大変尊敬する
棈松さんにご紹介いただいて入会とりました。
私は今まで 2 回『余命 4 ヶ月です』と医者から告知された経験があります。
1 回目は大阪の河内病院の健康診断にて心電図に異常有りで精密検査後、｢ここが豆腐のよういブヨブヨして
いていつ止まってもおかしくないのですぐ入院して手術して下さい｣と告知され愕然としました。その後、知
人の紹介で病院を 3 ヶ所回り｢注意して生活すれば手術することはない｣と言われ‥それから 30 年生きてい
ます。あの時、手術していれば今は生きてない事か病人太郎かでしょう。
２回目は 4 年前かかりつけの鷹尾の浜田先生に｢急性骨髄性白血病の疑いがある。今までこの病気を 5 人
みつけたが 5 人共に死んでいる。君が 6 人目だ｣と脅され精密検査を受けたら‥これも大変！！｢余命 4 ヶ月
で、熱が出たら助かりません。治療が確立していますのですぐ治療すれば４分６分で助かります｣でした。心
臓が悪い私を受け入れてくださる病院はなかなか見つからず、中央病院の小林先生井の紹介で東大病院に 7
ヶ月入院して治療終了。ガンですので完治ではなく寛解(かんかい)といい、5 年間再発しなければ完治らしい
です。あれから 3 年経過。再発は 5 割の確率であり毎月 1 回は検査に通い命の確認をして生きているような
ものですので幸せな毎日を送っていくよう努力しています。
幸せをつかむ大切な方法は、物や人に対する執着を絶つ事の努力をする事だそうです。
欲望を芽のところで摘みとっておく事、分かれる可能性のある人や消費期限がくるものにはいつ別れてもい
いように心の準備をしておく事だそうです。否定的に受け止める人には苦しみはより大きく感じられる。苦
しみは絶対的なものでなく相対的なものである。苦しいあるいは恐ろしいという考えに執着する事によって
苦しみはより大きくなる。別れは悲しみ・憎しみ・ひがみ・嫉妬。すべて執着すると幸せは逃げて苦しみが
待っている そうです。
私は現在の会社を若者に継承する段取りをしていますが、やりたいならヤレ！やりたくないなら辞める！
で全然執着がない状態です。男にも女にも全てのものにいつでもさよなら出来る心の準備をしておくと気が
楽です。
アレは嫌い‥これは嫌いとかケンカなんかしている人をみると貴男はいつまでも生きる気ですか？とな
るし、落ち込んでいる人には皆一緒ですよ、すぐにあの世ですよと声かけが出来ます。それでも生きている
限りは懸命にやろうと会社がうまくいくように朝の３時には起きて仕事をしています。会社は順調、私生活
もルンルンと楽しくやっています。

