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点鐘
合唱

それでこそロータリー

ゲスト及びビジター紹介
ゲスト
一般財団法人 メイク・ア・ウィッシュ
オブ・ジャパン 福岡支部
奥村 恵美 様
宮崎県西部分区ガバナー補佐
大窪 利隆 様 （都城北 RC）
ビジター
◎都城ＲＣ
◎都城北ＲＣ
◎都城中央ＲＣ

□会長の時間

なし
樋口 正義 氏
なし

大峯 学

先々週の未来ちゃん心臓移植手術の為の募
金の応援有難うございました。
本日は 都城西高校ＩＡ達活動報告となって
おりましたが急遽変更となり、この時間のテー
マが少しずれますが、ＮＰＯについても触れま
すのでお許しください。
世代間の価値観の隔たりが益々広がり過ぎ
て 私の既成概念では いよいよ 一部の若
者にはイライラしたものを感じております。
(一部とは 風呂場で出会う一部のマナーを知
らない若者とバイク騒音の連中ですが、
、
、)

私共 会社のトップは“先を読み”会社をし
っかり前進させていかなければなりません。先
を読むということは
これからの社会をつくっていく若者の心情
動向を理解することでもあります。
先週の鳥集会員の卓話 “人口減少化社会に
対するひとり言”―の中での後継者 若者を育
成していますか？についてズーツとこのひと
言に私の頭の中ではくすぶっておりまして
去年の今頃の新刊を半年前に購入して 1/3 位
読んで本棚に放っておきました本を 本気で
まじめに読み進めました。その本とは神田昌典
著 上智大外国語卒大学３年次に外交官試験
合格 ４年次より早くも外務省経済局勤務
その後米国家電メーカー日本代表を経て、経営
コンサルタントとして “日本のマーケッタ
ー”に選出され、著書に“６０分間 企業ダン
トツ化プロジェクト”
“非常識な成功法則”
“速
読術 1０倍早く読める方法”
“マインドマップ”
等の経営能力開発技法に大変影響を受けまし
た。
しかし 久しぶりのこの新刊がとても素晴
らしいのです。 先ずタイトルは“２０２２こ
れから１０年活躍できる人の条件！”目次を開
くと２０２４年会社はなくなる の文字が目
に入り 高２年生との対話―に目を通すと
いま私達が知りたい内容 に引き込まれます。
情報化時代から知識創造時代へシフトはじめ
ている。１を１０にするだけでなく ０から１
を生むことができるか？－そして次に組織が
動かなくなる理由 の解明図を私共の会社に
照らしますと、納得の連続 “経営効率性”を

重視する文化から“顧客との親近感”が求めら
れる市場―２０１２年より明確になってくる。
ＮＨＫドラマ made in japan の場面が思い
出されまた ドラッカーの
“ネクストソサエテ
ィ”
のドラッカー思想は ほとんど日本に当て
はまっている。文章だけ読んだのであれば
｢これは先週書かれたものでしょう？」と勘違
いする程 的確に日本の未来を言い当ててい
る。とあります。
そして もうひとつＮＰＯへの洞察につい
てもーやはりドラッカーは正しかったと言わ
ざるを得ない。
当時 まさか 日本でそこまで
ないと大げさに思われたドラッカーの見解も
いよいよ 現実的なシナリオになってきた。
－
とあります。
鹿児島西ＲＣは もうすでに学び
終わったことなのですね。
先を読んだ競争相手
とは戦えません。
内容が濃過ぎて さわりの部分をほんの少
し紹介させて頂いたに過ぎません。
是非とも今
からの社会の動向を予想する参考の為にもお
読み下さい。

□出席報告
会員数
出免数

４5 名
6名

出席数
出席率

28 名
70.00％
3/13
3/20

前々回修正出席率
前回修正出席率

85.36％
祝日休会

河中 長友 永野 藤岡 棈松
小田 河野 吉元 中村（静）
池田
徳重
柳

届出有
届出無
ＭＵ有会員

なし
林
柳

ＭＵ無会員
2/27
要ＭＵ会員
3/6

藤岡 福本 中村（静）
盛田

林 中村（静） 福本 柳 盛田

□委員会報告
別紙に掲載しております。

□本日のプログラム
メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン

□幹事報告

奥村 恵美 様

髙橋 五男

○ ガバナー事務所…
＊ロータリーレート ４月９４円
（現行 ９２円）
○ ガバナーエレクト事務所 月信担当委員会…
＊次年度会長へ挨拶 寄稿の依頼文書
○ ロータリーの友…2013-14 年度
雑誌委員長へ『友』の送付について連絡
○ ロータリー財団…ポールハリスフェロー
認証状・ピン
平川 靖三会員
○ 頴娃ＲＣ・枕崎ＲＣ…創立４０周年記念・
祝賀会の御案内（合同）
25.5/11（土） 記念式典 16:30～
開会 17:00
祝賀会
18:30～
枕崎観光ホテル
○ 薬物・覚せい剤乱用防止センター…KNOW
第８８号
□クラブ報告事
○ 4/3（火）次年度理事会
観桜会前
17:30～
エトワール
○ 新入会員公示
○ 池田会員出席免除の承認
■地区関連 その他
○ 3/28（木）教育振興基金 理事役員会
12:00～ メインホテル

卓話

別紙に掲載しております。

□SAA 報告

前田 吉基

別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム
４／３
観桜会 １８：３０～ 中山荘
４／１０ 特別休会
４／１７ 雑誌会報委員会担当 卓話
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

3/27
7,000

計
279,000

1,633
72,560
18,400
252,200
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※４月のレート 1$ 94 円
米山奨学会
0
177,800
教育振興基金
5,000
150,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局 制作
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

□委員会報告

平川 靖三 会員
「継続はフェローなり」ヤスミ

新世代奉仕委員会

小坂泰一郎 委員長

＊ 『みらいちゃん』募金協力のお礼と報告
＊

都城西高等学校 インターアクトクラブの現状報告

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
吉田
努･･･五十市中学校野球部は、九州中学野球大会で残念ながら
２回戦で敗退しました。 たくさんの応援ありがとうございました。
小坂泰一郎･･･メイク・ア・ウィッシュのお話に少しでも応援したい方は、募金
よろしくお願い致します。
小坂泰一郎･･･みらいちゃんの募金活動多くの方に参加いただきありがとうござ
いました。
船木 修一･･･ゴルフ優勝しました。次もガンバルゾ！！
◎ロータリー財団◎
萩原 和洋･･･遅くなりました。
◎教育振興基金◎
上田やよい･･･頑張って下さい。

□本日のプログラム
※インターアクト委員会 担当
山下 直哉 委員長 挨拶

昨年、インターアクト年次大会で講演をしました。
わたしたち（ＭＡＷ）は難病の子どもの夢をかなえます。全国で年間に約 160 の事例があ
り、福岡支部では昨年、約２０もの「夢」をかなえました。宮崎県の子どもも含まれています。
★ １『綺麗な洋服を着て写真を撮りたい 』という願い（Wish）

いつもパジャマで車いす
の那実ちゃん。
きれいな服で記念撮影

★ ２『パパと結婚式がしたい』という願い（Wish）
難病の４歳の女の子
パパと結婚式を挙げました。
※式の 1 週間後に女の子は
亡くなったそうです

★ ３『絵本作家になりたい』という願い（Wish）
女の子の願いをかなえて出版された絵本。
販売しています（１０００円）

