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□会長の時間

髙橋 五男

皆さん、今日は。今日は最後の会長の時間に
なりました。
先週末(21 日)は延岡ロータリークラブ創立
６０周年記念式典・祝賀会に外山幹事と最後の
奉公に行って参りました。
私の年度は日本史を彩る戦国武将の話でし
めましょう。毛利元就が三人の息子を前にして
言ったという三本の矢の教訓、
「一本の矢はた
やすく折れるが、三本の矢を束ねるとなかなか
折れない」よく聞く教訓です。上杉謙信の「敵
に塩を送る」は正々堂々と戦う精神を表わす言
葉。
「戦は弓矢をもってするべきもので、塩ど
めして領民を苦しめるものではない」という考
えは現代まで語り継がれています。
幕末の活躍、坂本龍馬は日本で初めて株式会
社を作った人物でもあり、
「地球を動かしてい
るのは、思想ではなく経済だ」の発言は、
安倍総理にも言えます。アベノミック・国民の

関心は経済です。今の現代社会でも通用しま
す。
今日は「鳴くまで待とうホトトギス」です。
温厚で忍耐強い性格。商売の基本は「なにより
もお客さまに喜ばれること」というのは誰もが
認める点でしょう。
「お客さまは神様」の精神
は、あらゆるビジネスに通じます。ところで、
この商売の極意を戦国時代に唱えていた武将
がいたそうです。誰だかわかりますか?
実はそれは、260 年におよぶ徳川幕府の礎を
築いた徳川家康だったのです。といっても、家
康は商売について語ったわけでなく、天下を治
める者の心得をこう語ったのです。
「もっとも多くの人間を喜ばせた者が、もっ
とも大きく栄えるものだ」家康は、統治する土
地の民を喜ばさせてこそ、初めて君主たるもの
の資格があると考え、幕府の繁栄を望むなら、
なにより民の暮らしを考えなくてはならない
と家臣たちに教えました。
時代も立場もまるで違いますが、「人の喜び
のために力を尽くしたい」という思いは、今も
同じです。立派に職業奉仕でも使えます。もし、
抜群の人事管理能力を持つ家康が現代に生き
ていたら、実業家として世界的な活躍をしてい
たかもしれませんね。
三河の小勢力、松平広忠の子として生まれた
徳川家康は、8 歳から 19 歳までを今川義元の
人質として過ごしました。それでも、幼名を竹
千代と余ばれた家康は、人質ながらも今川義元
にその頭脳と才能を評価され、しっかりとした
教育を受けていたようです。
お客さまは神様の精神は、
「人の喜びのため

にすることが、自分自身にかえってくる」とい
う教え。辛抱強い一面が感じ受けます。最後は
NHK 大河ドラマ軍師官兵衛。今、視聴率が上
がって来ました、軍師官兵衛で締めようかと思
いましたが、「ここは思案のしどころじゃの
う」。今、放映中ですのでむずかしいのかな。
と思い、結びの一番は!「徳川家康」にしました。
以上で私の会長の時間を終わりです。
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２０１３年―２０１４年 第３９代の会長職を引き受けまして、
ここに会長退任挨拶を申し上げる事出来ます事を心より感謝申し
上げます。この日が来るのを待ち望んでいました。会員の皆様、理
事役員の皆様のお蔭様で何とか帰港する事が出来ました。改めて厚
くお礼を申し上げます。
２０１３年―２０１４年度の国際 RI 会長 ロン D。バートン氏は「ロータリーを実践し み
んなに豊かな人生を」年度 RI テーマとして掲げられています。
今年度クラブテーマを「会員増強と、そして楽しもう。」と致しました。我がクラブの深刻な
会員減少問題の解決に取り組んで、減少し続けた危機感を持ち対処していきたい。その為には
会長、幹事が中心になり、理事役員と会員増強委員長の協力をもらい会員増強に努めたかった
のですが、二年連続船木会員増強委員長に託しましたが、今の経済状況では難しい所もあって
夢で終わったこと申し訳なく思っています。勿論１番の責任は私です。
私の年度は、大峯会長年度の幹事からスライドして会長になり。くつろぐ暇もありませんで
したが、大峯年度で年間プロクラムを体験していましたので、プログラムについては先が見え
ました。７月に就任早々の大迫ガバナー公式訪問・クラブフォーラムは「職業奉仕と私」につ
いて発表を直前会長大峯会員、平川職業奉仕委員長、小俵会員にして頂き有難うございました。
８月３・４日のインターアクト年次大会には前田委員長、活動支援からインターアクト年次
大会報告まで、大変お疲れ様でした。小坂新世代委員長には二年連続なりますが、９月の第２
６回 都城西 RC 旗少年野球大会開催から指導者との交流会。先月５月１７日ライラでは、え
びの市国際交流センターにての開催は１０名の研修生を引率お疲れ様でした。西高インターア
クト生、１０名のライラ研修生の乙女のハート扱いは二年連続なりますと大変上手になりまし
た。フェローシップ委員会の河野委員長始め委員の皆さんの、夜間例会・懇親会の企画は楽し
いクラブになりました。年末家族会、観桜会。始めの納涼例会は美容と健康に良いといわれる
「ベリーダンス」は美酒恋に酔いしれて眺めて、良い目の保養になりました。 平川職業奉仕
委員長の案内で１１月２７日職場訪問が「しゃくなげの森」になり、晩秋の長田峡の紅葉なが
めて、空気がうまいなか高級魚ヤマメ焼きを頂きました。そして、４月１６日に職業奉仕賞は
お菓子の南香の代表・遠武弘蔵様に授与致しました。また、社会奉仕賞には脇丸委員長の推薦
で「志和地地区いも煮ふれあい運動会」実行委員長 坂元靖弘様に授与致しました。井福国際
奉仕委員長には無理をお願いして３年連続なって頂きました。１１月中旬にインターアクトの
国際親善交流会に韓国プサン開催に引率の立場で参加して頂きました。そしてシドニー国際大
会に吉原次年度会長夫妻同士で参加されました。
萩原会計からは、平成２５年５月１５日にロータリーの会長はまず寄付金集め、そして会長
の時間はロータリーの話をしなさいとの事で適材適所に教育振興基金委員会の上田委員長。ロ
ータリー財団委員会の池田委員長。米山奨学委員会の河中委員長。寄付金を集めは大変な仕事
です。沢山集めて頂き有難うございました。大峯直前会長には「東蔚山姉妹クラブの相互訪問
についての都城西クラブの提案書」の原案のもと、当クラブ理事会に図って東蔚山クラブに伝
え致しました。ここでは交通費について訪問側が負担する事で、マイクロバス３日分大きく節
約になりました。東蔚山クラブ来日にあたり歓迎会の前にイ ジョン・ハァン会長以下四名、
西クラブ五名で会談しました。内容としては幹事が議事録として残して皆様に報告しまた。
東蔚山歓迎会では吉田会員の掛け声で会員の皆様から日本酒を差し入れして頂き、大歓迎のお
もてなしが出来ました。

私の年度では理事の三坂副会長、留守中は有難うございました。会長の時間が廻って来て返
って生きがい元気が出たでしょう。会長経験者の鎌田 SAA・例会の司会進行スムーズに行き
ました。次次年度吉田会長のこと思い。創立４０周年準備金は会員の皆様にお願いしたところ
皆様が快く引き受けて頂きました。有難う御座いました。吉原年度は会長・幹事に協力して行
きたいと思います。
外山幹事には。先週末の延岡 RC 創立６０周年記念式典・４月１３日の阿久根 RC 創立４０
周年記念式典・１週間後の川内 RC６０周年記念式典ありましたが同行お疲れ様でした。この
一年間幹事として、一番近くで支えて頂き、外山幹事には深く感謝致します。事務局の本山様・
飛松様には私の幹事から会長の２年間お世話になりました。萩原会計、木佐貫ガバナー補佐様
に。ご指導頂きました。お蔭様でお金集めは上手にいきました。
最後に一年間会長を務めること出来ましたのは、会員皆様の力添えがあったからこそ出来ま
した。会員皆様の温かさ・西クラブのチームワークの良さを感じました。以上で、私の退任挨
拶とします。誠に有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外山 俊明

幹事

まず、理事役員並びに各委員長さん、そして会員の皆様、一年間
ご協力ありがとうございました。おかげで無事幹事職を務めること
ができました。
そして、北クラブ樋口様今年も多くのメークアップ有難うござい
ました。おお顔の見えないときには、寂しく思いました。
おととしの十月に、ある会員から、私の携帯に連絡がありました。
高橋年度の、幹事をやってもらえないだろうかと、その時は、断わりの口実を言ったり、返
事を濁したりしていたんですが、自分の性格上頼まれると、つい引き受けてしまうところがあ
り、結局引き受け理ことになり現在に至ります。
最初は意見の食い違いで、言い合いにもなり何度となく幹事を辞退しようかとも思いました。
しかしだんだんと高橋さんが、私のやりたいようにやらせてくださったので、私も遠慮なく幹
事職に打ち込めることができたと思います。これも、高橋さんが得意とするダンスのように、
パートナーをリードするように、私をリードすると言うか、うまく操られたのかもしれません。
今年度はまず、来る四十周年事業の為に、毎月千円の積み立てをお願いすることになりまし
た。八月から積み立ててもらい、現在５１６、０００円集まっております、それとニコニコの
代わりの入金が４６，０００円ありまして、このまま来年度まで続けて積み立てて頂きますと、
目標の１２０万円にかなり近づくと思われます。フィリピンの台風災害義援金など出費がかさ
みましたが、みなさまのご理解に感謝いたします。またニコニコボックスのほうも、前年度よ
り多く集まっています。これは今年度クラブ運営計画で最後のほうで示した「多くのニコニコ
をお願いする」を達成できたと思います。
今年度高橋会長のテーマであります会員増強では、甲斐さん、最勝寺さん、そして園田先生
と３名の退会がありました。しかし、年度初めの和田さんを皮切りに、甲斐さんの後任で星野
さん、そして先月待望の女性会員の坂井さんに入会して頂きました。トータル、プラス・マイ
ナスゼロ、増減なしという結果でした。増強の難しさを改めて感じさせられましたが、この結
果は増強委員長をはじめ西クラブ会員みんなが会員増強というテーマに取り組めた成果だと
思います。船木増強委員長他会員皆さんご苦労様でした。やはり例会場に女性会員が３名もい
らっしゃいますと、なんとなくなく華やいだ雰囲気になり、全会員の顔がニコニコと楽しそう
に前から見ていて感じました。これであと２名ほど女性会員が増えると、もっと華やかになり、
出席率もアップし、退会者が減り、入会者も増えるのではないでしょうか。

今年度は、プログラムのミスで、ロータリー財団、米山奨学会担当の卓話を入れ忘れ、池田
財団委員長、河中米山委員長には大変失礼いたしました。本当に申し訳ありませんでした。し
かしながら両方とも、近年にない金額の特別寄付を集めてもらいました。両委員長のご努力に
本当に感謝申し上げます。前年度の繰越額が少なかったこと、地区からの目標額が多かったこ
ともあり１００％の達成にはなりませんでしたが、皆様のご協力にも感謝申し上げます。
また、教育振興基金についても、上田委員長のご努力のおかげで、これも前年度以上の金額
を集めて頂きました。女性ながら寄付のお願いは大変だったでしょうが本当にありがとうござ
います。
職業奉仕委員会では平川委員長のご提案で、三股町のシャクナゲの森に職場訪問し、シャク
ナゲやヤマメのお話を代表の池辺様にしてもらいました。またおいしいしヤマメ料理をいただ
くことができました。職業奉仕賞は、お菓子の南香の遠武様を表彰いたしました。平川委員長
ありがとうございます。
社会奉仕委員会では、社会奉仕賞として、志和知地区ふれあいイモ煮会運動会実行委員会様
に、地域活性化の一環として地域住民が楽しめる運動会を少ない予算の中で企画実行されとお
り、今後長く継続されることを願って授与いたしました、脇丸委員長ご苦労様でした。
新世代委員会では例年通り少年野球大会を開催し、決勝戦の後にロータリーチームと少年野
球チームとの交流戦をやりました。小学生とはいえ日頃から一生懸命練習している子供のボー
ルは運動不足の我々には打てるのもではないですね。
また今年は、えびのであったライラに１０名参加をいただきました。小坂委員長ありがとう
ございました。今年の参加が多かったので来年以降の委員長は大変でしょうね、半分くらいは
来年度に取っておけばよかったかも知れません。また４名の方に報告に来て頂きました、あり
がとうございました。
インターアクトでは、当初４名の男子生徒が入部して楽しみにしておりましたが、途中で全
員退部し一時はどうなるかと気をもみましたが、前田委員長が頻繁に学校とやり取して、最終
的に４名の女子が入部して何とかインターアクトクラブ報告ができました。前田委員長、小坂
地区委員ご苦労様でした。次年度は私が担当になりますので、もっと活発なクラブになって盛
りあげたいです。
井福国際委員長には、事業以外に二人のご子息様の御婚礼の準備など忙しい中、東蔚山クラ
ブ来訪の先方との打ち合わせ等ご苦労様でした。おかげで１４名の来訪を受けることができま
した。また歓迎会の前には、今後の交流のあり方につて会談ができ大筋で合意でき大変よかっ
たと思います。また今年も国際大会に５名も参加して頂き、いつも他のクラブから、西クラブ
は多く国際大会に参加しますね、とおほめの言葉をいただき西クラブの一員として鼻が高いで
す。本当にご苦労様でした。
河野委員長他フェローシップ委員会の皆さん、３回の親睦夜間例会の企画準備等ご苦労様で
した。納涼例会でのベリーダンスでは多くの会員、特に年長の会員の目がキラキラして、久し
ぶりの目の保養になったのではなかったでしょうか。みなさん楽しそうでした。
年末家族会では今年も多くの子供、お孫さんの参加があり楽しいクリスマスになりました。
観桜会では、東蔚山クラブの歓迎会を一緒に開催し、ジャンカ馬などで活躍して頂きました、
ありがとうございます。また会員には多くの日本酒を提供頂き、先方クラブの方々も喜んでい
たようです、最高のおもてなしと、より深い交流ができたのではないでしょうか。
雑誌会報・インターネット委員会では、ロータリーのイメージアップの為の卓話を地区委員
長にお願いして来ていただきました。
また当クラブのホームページ更新、構成に取り組んで頂きご苦労様でした。当クラブのホー
ムページが、私を含めもっと多くの人に閲覧してもらいたいですね。
ロータリー情報・健康管理・友愛委員会委員長大峯さんには、なぜか３回の担当卓話をして
もらいました。これは昨年の会長の時間からの流れで、多くの情報を会員に伝えてもらうため
でした。いまこのような弁解をかんがえつきました。有難うございました。
ＳＳＡの鎌田さんいつもスムーズな例会運営有難うございました。幹事エレクトの時から横
に座って頂きとても心強く楽しかったです。

最後に、幹事エレクト徳重さん、私がたびたび欠席して幹事代打をお願いしました。予行練
習とはいえ少し数が多かったかもしれません。申し訳ありません。
プログラムでは、私の配慮が足りず、一部委員会の担当卓話を入れ忘れてしまったり、同じ
委員会に何回もなったりしました。申し訳ありませんでした。
出席については、今年度は多忙な会員が多かったせいで、出席率１００%の会が一回もなか
ったことは残念でした、私も、もっとフォローすればよかったと反省しています。
こうして思い返してみると本当に１年は早いようで、いろんなことがあり、とても楽しい１
年でした。幹事エレクトを入れて２年間前のほうに座らせて頂きました。ロータリーのことに
ついていろいろ教えて頂き、勉強させもらいました。本当にありがとうございました。
吉原会長エレクト、徳重幹事エレクト、来週からはいよいよ、会長、幹事として新年度がス
タートしますね。
今年度以上の充実したクラブになりますようにご祈念申し上げ、幹事の退任挨拶とさせてい
ただきます。
本当に１年間ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
園田 道雄（都城北ＲＣ）･･･久し振りに都城西クラブに伺いました。
髙橋 五男･･･１年間皆様のご協力厚く感謝しまして、有難うございました。
外山 俊明･･･無事終了しそうです。１年間ありがとうございます。
小俵
武･･･髙橋・外山年度の無事帰港を祝って。少々
三坂 昭一･･･髙橋会長一年間ご苦労様でした。これからも更に頑張って下さい。
河野 一治･･･髙橋会長・外山幹事 一年間大変御苦労様でした。
福永
忍･･･髙橋・外山年度 御苦労様でございました。
河中
功･･･髙橋会長 他役員の皆様 １年間ご苦労様でした。
吉田
努･･･髙橋会長・外山幹事・役員理事の皆さんお疲れ様です。
井福 博文･･･髙橋会長・外山幹事・役員理事の皆さん一年間お疲れ様でした。
鎌田 博文･･･髙橋会長・外山幹事 お疲れ様でした。
萩原 和洋･･･髙橋会長・外山幹事１年間ご苦労様です。素晴らしい年度でした。
藤岡 成学･･･髙橋会長・外山幹事お疲れ様でした。
小田 賢一･･･髙橋会長・外山幹事一年間大変お疲れ様でした。素晴らしい一年でした。
天水 金作･･･髙橋会長・外山幹事一年間ご苦労様でした。
中村 七郎･･･髙橋年度御苦労様でした。
吉原 信幸･･･髙橋会長・外山幹事そして鎌田ＳＡＡ１年間ご苦労様でした。そして次週
より会長職という事で緊張しておりますが宜しくお願いします。頑張ります!!
船木 修一･･･髙橋会長・外山幹事お疲れ様でした。明日からはよく眠れるでしょう。
長友 喜信･･･髙橋・外山年度御苦労様でした。
棈松 豊治･･･髙橋会長・外山幹事 理事の皆さんご苦労さんです。
中原八重子･･･髙橋会長・外山幹事 理事の方お疲れ様でした!!
脇丸 孝和･･･髙橋会長・外山幹事お疲れ様でした。
大峯
学･･･会長・幹事大変お疲れ様でした。今後はゆっくり解放感に浸って下さい。
◎ロータリー財団◎

中村 七郎

◎米山記念奨学会◎

中村 七郎

◎４０周年準備金◎
徳重 幸男･･･髙橋会長・外山幹事１年間お疲れ様でした。次年度もご指導下さい。
小坂泰一郎･･･髙橋会長・外山幹事 １年間お疲れ様でした。
これからも頑張って下さい。

