
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 

合唱    ～ それでこそロータリー ～ 

 

ビジター紹介       

◎都城       菊村 和昭 氏 

         リーロイ・エドワーズ 氏 

◎都城北     樋口 正義 氏 

◎都城中央     鶴田 貞久 氏 

ゲスト紹介       なし 

 

□会長の時間     小俵  武  

 ロータリアンの皆さん こんにちは 
 先週の例会は、社会奉仕担当で歴代会長の 最勝

寺俊昌先輩の卓話を頂き有難う御座いました。 私

が感じた事を少し話しますと、人生を振り返るには

まだ早いかも知れませんが、一口で簡単に言える事

ではないでしょうが、忘れかけている時代の流れや

出来事等を思い出して見るのも良いのではないで

しょうか、過去があり、現在（今）があり、そして

未来が開かれ受け継がれて、発展して行くのではな

いでしょうか。私毎になりますが、先月 4 月 27 日

に次女に長女が生まれました。4 人目の孫になりま

すが、孫は何人いても可愛いものです。ただ心配な

のは、孫が成人するまで、自分が生存いているかど

うかです。（現在、還暦ですから、80 歳です）頑張

って前向きに長生きましょう。話は変ります、少し

暗い話になりますが、日本の自殺者は年間 3 万人を

越える、という資料を目にしました。内閣府の調査

発表した「自殺対策に関する意識調査」によると成

人男女の 23,4%が「自殺したいと思ったことがあ

る」と回答し、初めて調査した 2008 年より 4,3 ㌽

増加した。年代別では 20 代が 28,4%で最も多く、

40 代（27,3%）50 代（25,7％）30 代（25,0%）の

順で 60 代（20,4%）70 歳以上は 15,7%だったそう

です。このうち、36,2%は「最近 1 年以内に思った

ことがある」との答えだそうです。身体的不調を引

き金に、うつ病になり「どうせ治らないのなら」な

どと考えたり、「不況に伴う就職難や非正規雇用者

の増加、希薄な人間関係が影響しているのではない

か」と担当者は分析しているようです。また、将来

に対する不安や、社会でのプレッシャーに押し潰さ

れてしまった等も考えられるのではないでしょう

か。そしてこの統計で注意すべきは、3 月から 5 月

に増加するということ。五月病といわれる所以では

ないでしょうか？モチベーションが上がりづらい、

この季節人間関係やおかれている立場に嫌気が差

しておられる方も少なからず、あるかもしれませ

ん。「一人で悩まず周りの人に相談したり、家族や

友人、同僚ら身近な人に悩み事等を聞いてもらう、

趣味や仕事で気を紛らわせる、出来るだけ休養をと

る」等して思い直した事例も多くあります。 
 自殺への意識とは別に、東日本大震災に「心情や

考えに変化があったか」の質問に 64,3%の人が「人

とのつながりの大切さを再確認した」と答えている

そうで「自分や家族は自分で守ると思った」が54,3%
あったそうです。一方では「不安を強く感じるよう

になった」も 41,7%あったようです。（この調査は

今年の 1 月全国 20 歳以上の男女３千人を対象に行

われたものです） 
 同じ様なコラムの中に高校時代の恩師の言葉と

いうのが、目に付きました。それは『出会った以上、

幸せになれ』という言葉です。「これからの人生、

嫌なことに沢山で会うだろう。残念ながら嫌なこと

というのは逃れようが無い。自分が努力するしかな

い。ただ、その努力は耐える努力ではなく、幸せに

なる為の努力でなければならない・・・」。長い人

生、幾度と無く苦しいことはあります。でも努力す

る姿は誰かが見ていてくれるはずです、前向きに長

生きしたいと考えます。しつこくなりましたが、会

長の時間とします。 「報恩の実践」 感謝。 
  ＜今日の独り言＞ 
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大きい努力は大きい信用を生む 

（朝に発意、昼に実行、夕べに反省）



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□幹事報告         鳥集 寿一 
○ ガバナー事務所……ガバナー月信 ６月号 
○ ロータリーの友 ６月号 
○ 都城泉ヶ丘定時制…教育振興会総会のお知らせ  

○ 宮崎県総合政策部総合交通課…… 
国際線団体利用補助金交付決定及び交付額 
確定通知書 

○ ジャパンヘルシーミュージック…ＣＤ  
 

□クラブ報告事項 

○ 5/30（水）６月定例理事会 18:00  
本（小俵）年度クラブ協議会 18:30 中山荘 

○ 5/31（木）次年度３ＲＣ 18:00～  
４ＲＣ４役会 18:30～  メインホテル 

○ 6/6（火）次年度（大峯）クラブ協議会 18:30  

中山荘  
 
□出席報告 
会員数      50 名 

出免数       7 名 

出席数      32 名 

出席率 74.41％ 

前々回修正出席率 5/16 97.67％ 

前回修正出席率 5/23   86.05% 

届出有 天水 中村（静） 山下 永野 

山浦 小坂  池田 林 

届出無 吉元   福本  盛田  

ＭＵ有会員 
5/23     

第２回 R 情報集会 

 

 

5/２6   地区協議会 

 

 

木佐貫 平川 三坂 大峯 高橋 

山下 船木 前田 丸山 池田 

河野 柳 小俵 鳥集 

 

大峯 高橋 鎌田（博） 馬渡 

小俵 外山 吉原 井福 小坂 

船木 平川 天水 最勝寺 長友 

 

ＭＵ無会員 

５/16 

林 

要ＭＵ会員 

５/23 

河野 林 永野 中村（七） 

中村（静） 盛田 

 

  

□委員会報告 

 

      ありませんでした。 

 
  
 
 
 
 
 
 

□本日のプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ＳAA 報告      丸山 照明 

◎ニコニコ箱◎  
棈松 豊治･･･第１５回ホテル中山荘杯思いっき 
      りゴルフ大会にて、優勝ベストグロ

      ス賞をいただきました。中身は、 
      三坂さんよりいただいたものです。

◎ロータリー財団◎ 
小俵  武･･･あと１カ月です。 
       ありがとうございます。 
◎米山記念奨学会◎ 
小俵  武･･･少々ですが、２回目です。 
◎教育振興基金◎ 
吉田  努･･･教育振興基金へ。 
       
◎今後のプログラム 
６／１３   各委員会事業報告 ② 
６／２０   夜間例会 
６／２７   会長・幹事 退任あいさつ 
 5/30 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 2,000 297,550
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,417 114,707
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 8,000 319,800
米山奨学会 2,000 255,000
教育振興基金 5,000 248,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
  前田 吉基   岡崎  誠  

徳重 幸男  馬渡 一美       林  俊行    

ロータリー事務局  制作    


