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□会長の時間

平成２７年６月２４日

それでこそロータリー
ホテル中山荘 瀬川 政光 氏
北～隅倉 啓造 氏

吉原 信幸

皆さんこんにちは！
ついにといいますか、やっとというか、今日という
日が参りました。
先週今年度最後の夜間例会を向かえ
て会長挨拶をさせてもらっているときに、
あー来週で
ここに立って挨拶をするのも終わりだなあーと思い
ますと感慨深いものがありました。
会長就任挨拶から
43 回の内 2 回休みましてここに 41 回立ち挨拶を
させてもらいましたがいつもこれで良いか自問自答
しながらの会長挨拶でした。
しかし自分の能力には限
界がありますので私の情報のツールとしてはインタ
ーネットを活用したり、
会員の方からの情報をいただ
いたりでなんとかこの日を迎えることができました。
入会して早１８年を迎えますがこの 1 年、ロータ
リーについて色々勉強させていただきましたこの経
験を活かして我が西クラブの為に今後も一生懸命励
んでいきたいと思います。
さて先週１４日の日曜日は今年度最後の徳重幹事
と指宿ロータリークラブ創立６０周年に参加してき
ました。都城 RC と同じ６０周年と言う事で参加者
も多く記念講演はテレビ朝日のコメンテーター指宿
出身で三反園訓氏（みたぞのさとし）の「舞台裏から
見た政局」のテーマで行なわれました。元自民党担当
と言う事で今でも安倍内閣総理大臣とも食事などを
されて、今現在の政治、そして今後の政局動向の裏話
を聞くことが出きました。
その後の懇親会で開式の前に先立って地元の太鼓
で始まりましたが、
中々太鼓は来賓の前で打ちますの
で狭い会場でしたので日本の伝統としてはありでし
ょうが音の大きさでちょっときついかな？と思った
所でした。
懇親会の料理に関しましては地元の産品を
使った料理などありかなり良い評価を皆さんされて
いました。

以上今日は退任挨拶がありますので早めに終わりた
いと思います。
それでは最後の今日はなんの日です。
今日は UFO 記念日です。１９４７年アメリカの実業
家が自家用機で飛行中「空飛ぶ円盤を発見これが世界
で最初でした。未確認飛行物体 UFO と名づけたのは
アメリカ空軍だそうです。皆さんは遭遇したことがあ
りますか？私はまだ出会ってません！一回くらいは
遭遇してみたいですね！
以上今年一年間つたない会長の時間にお付き合いあ
りがとうございました。吉原年度最後の会長の時間で
した。

□幹事報告

徳重 幸男

○都城泉ヶ丘高校 定時制…体育大会のご案内
７／３（金）１８：００～２１：００
本校グランド
6/30 締切 （会長 宛て）
■クラブ報告

○ネパール義捐金１人１０００円徴収致します。
○６月決算ですので会費その他支払い等のご協
力をお願い致します。
会員総数
出免数

44 名
5名

出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員
6/18
中央
6/19
都城
6/23
北

ＭＵ無会員
6/10
要ＭＵ会員
6/17

32 名
82.05％
6/10
6/17

92.31％
84.62％

鳥集 和田 三坂 盛田 河野 柳
坂井
なし
なし
鳥集 東 吉元 坂井 藤岡
河野 星野 萩原 徳重 吉元 鎌田
福本 柳 和田
永野 和田 中村七 脇丸 丸山 柳

□委員会報告

髙橋 五男…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲れ
様でした。
なし
棈松 豊治…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲れ
様でした。
◆退会挨拶
長友 喜信…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲れ
6 年間ありがとうございました☆
様でした。
小坂泰一郎…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲れ
様でした。
高辺 晃也…丸山会員、お世話になりました。
萩原 和洋…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲れ
様でした。
棈松 豊治…ロータリー財団にご協力ありがとうございま
した。
吉原 信幸…丸山会員ありがとうございました。
●米山記念奨学会●…中村 七郎
●教育振興基金●…中村 七郎
丸山 照明 会員
外山 俊明…丸山さん教育振興基金担当ご苦労様でした。そ
して西クラブメンバーとしておつきあい下さ
□本日のプログラム
ってありがとうございます。今後のご活躍をお
祈り申し上げます。
◆米山奨学会報告
●40 周年準備金●
吉田
努…夏の高校野球の大会泉ヶ丘高校の初戦の相手
は都城東高校に決まりました。勝機有り！！
♬あ～泉ヶ丘、我等が母校～♪聞きたいです
ね。
吉原 信幸…1 年間お世話になりました。今後もロータリア
ンとしてそして西クラブを楽しみます。
小坂泰一郎…丸山会員御苦労様でした。これからもよろし
く！！
吉田
努…吉原会長・徳重幹事
1 年間お疲れ様でした。
米山記念奨学会 天水 金作委員長
来年もよろしくお願いします。
丸山 照明…6 年間ロータリアンとしてたくさんの方々と
◆吉原会長・徳重幹事 退任挨拶
出会えて良き人生の 1 ページでした。ありが
別紙に記載しております。
とうございました。
外山 俊明…吉原会長・徳重幹事ご苦労様でした。
井福 博文…つたない SAA でした。1 年間ありがとうござ
いました。
□ＳAA 報告
高辺 晃也…先週の夜間例会の焼酎の利き酒大会で優勝し
ました。
●ニコニコ箱●
徳重
幸男…一年間御指導ありがとうございました。
池田誠至朗会員ご家族…葬儀の際にはお世話になりまし
中原八重子…吉原会長・徳重幹事 1 年間お疲れ様でした。
た。
鎌田 博文…吉原会長・徳重幹事 1 年間お疲れ様でした。
隅倉 啓造…吉原会長・徳重幹事この一年間大変ご苦労様
前田 吉基…吉原会長・徳重幹事 1 年間お疲れ様でした。
でした。
丸山会員ありがとうございました。皆様の思い
河中
功…吉原会長始め理事の皆様ご苦労様でした。
を受けついで次年度の幹事を頑張ります。
天水 金作…吉原年度の理事の皆様一年間ご苦労様でし
た。
◎今後のプログラム
小俵
武…吉原会長、徳重幹事、一年間お疲れ様でした。
無事の帰港を祝って
7／8
クラブ協議会
吉元 鉄夫…吉原会長他理事の皆さん御苦労様でした。
6/24
計
中村 七郎…吉原年度ご苦労様でした。
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
32,000
186,000
中山 忠彦…吉原会長、徳重幹事、井福 博文 SAA お疲
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
3,803
105,488
れ様でした。
ﾛｰﾀﾘｰ
財団
0
407,220
井福 博文…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲
米山奨学会
5,000
254,000
れ様でした。
藤岡 成学…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲 教育振興基金
8,000
263,000
れ様でした。
４０周年準備金
19,000
143,400
福永
忍…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲
雑誌会報・インターネット・広報委員会
れ様でした。
小坂泰一郎 ・ 中山 忠彦
船木 修一…吉原会長、徳重幹事、役員の皆様一年間お疲
れ様でした。楽しい一年間ありがとうござい
河野 一治 ・ 星野 彰 ・ 坂井 真由美
ました。

■会長・幹事 退任挨拶
◆吉原 信幸 会長
２０１４-２０１５年度ゲーリーホｧン会長の RI テーマ「ロータリーに輝きを！」
クラブテーマ「４０年の歴史を振り返り 語り合おう西クラブ」の元、第４０代会長をさせていただき無事
この退任挨拶ができることを感謝申し上げます。
約２年間前段に座らせていただきました。昨年は高橋直前会長の会長挨拶を聞きながらうまく挨拶が出来
るか不安になりながら 1 年を過ぎそして今年度の会長職を終えようとしています。今年度を振り返る為に週
報を全部、目を通しました。まず思ったのが良くこれだけの文章を内容はともかく書いたものだと我ながら
びっくりしています。やれば出来ると言うことでしょう！
西部分区８RC 地区内では東ガバナー補佐を始め、都城３クラブは元より小林、小林中央、えびのそして
ジャパンカレントE クラブの方々との交流は楽しくそしてロータリアンとして今後も分かち合える友が出来
たことは最高に良かったと思います。
さて、今年度も色々な行事を行い各委員長には特にお世話になりました。昨年７月には田中俊寛ガバナー
公式訪問。親子２代のガバナーで気さくな方でホッとしました。クラブフォーラムでは「ロータリーに入っ
て感動したこと！素晴らしい仲間の紹介」のテーマで三坂会員、河中会員、吉田会長エレクト、鳥集寿一職
業奉仕委員長にお願いし、面白おかしく発表して頂きありがとうございました。次の週には今年度最初の夜
間納涼例会でした。今年一年よろしくお願いしますと殆どの会員の方にお酒を継がせてもらったように思い
ます。
８月に入りまして、残念な訃報が入ってきました。都城 RC 島津久厚パストガバナーが亡くなられ、皆さ
んと例会終了後焼香に伺いました。様々なロータリー活動を通じて素晴らしい実績を残されてきました。特
にロータリアンにとって中々出来ない皆勤６０年凄いことです。ぜひ私も目標にさせてもらいたいと思いま
す。改めてご冥福をお祈りいたします。インターアクト生による年次大会も例年通り行われ外山委員長には
西高と何度も打ち合わせありがとうございました。９月には、小坂広報委員長の推薦で待望の４人目の女性
新会員東淑恵さんの入会でした。お母さんも北クラブでロータリアンと言う事で入会後は出席も良く色々な
行事にも数多く参加され、新入会員としては優良会員です。まず皆勤バッジ獲得にこれからもロータリーを
楽しんでください。９月後半には、第２７回少年野球大会では高辺委員長ご苦労様でした。私自身今回が初
めて子供達との交流戦でしたが、参加された方々今回勝てて良かったですね！また来年も２連覇を狙いたい
です。
１０月に入りまして、
地区内で６５番目のクラブ、
ジャパンカレントE クラブの伝達式に参加しましたが、
この設立に立ち会うことが出来て本当に光栄でした。職場訪問では普段普通に、入れないダンロップゴルフ
の工場内視察がありました。ゴルフ好きには興味津々でした。鳥集職業奉仕委員長何度も打ち合わせありが
とうございました。そして、鹿屋文化会館で行われた地区大会では、多くの方に参加していただきました。
２日目ではガバナー公式訪問で発表して頂いた鳥集会員に、地区代表となって登壇して頂き会場を笑いの場
としていただきました。ありがとうございました。ガバナー賞も授与されました。１０月２５日は都城 RC
６０周年が行われ、我がクラブ４０周年に向けて良い刺激になったと思います。１０月最後の例会ではスポ
ーツ例会と題しまして、ボーリング大会を行いました。いつもゴルフのパットが上手い河中会員が、ボール
のコントロールを上手く操られ見事優勝されました。１１月には、４ＲＣの合同ボーリング大会では我がク
ラブ吉田次年度会長が優勝され小坂会員中原会員と商品をゲットし西クラブのスポーツの強さをアピールで
きました。１２月、には恒例のクリスマス家族例会で、中原フェローシップ委員長の知り合いの方が踊りを
教えてもらえると言う事で、高城のある公民館でまさかの AKB の踊りでした。その時は普通のワイシャツ
で踊るかと思いきやしっかり本番では、化粧から胸のふくらみまで揃えてあり、我が家の娘たちも呆気に囚
われお腹を抱えて笑ってくれました。これをきっかけにこの AKB が掛かるとつい踊りだしてしまうのは私
だけでしょうか？結局１月の合同新年例会でも踊ることになりました。さすがに今後はもうないかなーと思
っています。
２月には、私からの推薦で今年度二人目の新会員森山謙太郎さんに入会していただきました。東さんに続
いて真面目に出席やメークアップを行っていただいているようでぜひ１回目の皆勤目指してください。数字
のバッジが年々増えてくると皆勤がやみつきになりますよ！社会奉仕では平川委員長の子供さんが入られて
いたサッカーチームの、
中山新吾教諭の子供たちを長年指導し社会貢献され社会奉仕賞として表彰しました。

平川委員長ありがとうございました。３月には教育振興基金の奨学生を招いての報告をいただきました。教
育振興基金もお陰さまで予定金額を送ることができました。丸山委員長ありがとうございました。
米山記念奨学会天水委員長には無理なお願いをしましたがお陰様で多くの寄付が送れました。ありがとうご
ざいました。ロータリー財団におきましても多くの寄付を送ることが出来ました。あべまつ委員長ありがと
うございました。
３月１４日は、宮崎コンベンションセンターで行われた I M は懇親会まで多くの方が参加して頂き、地区
内での参加率は上位に入ることができ改めて西クラブのまとまりの良さを感じることが出来ました。３月後
半は東蔚山 RC 訪問がありました。ホームステイ５名合計で２０名の参加でした。今回の目的は国際交流ホ
ームステイ、ソフトボール親善試合でした。船木委員長ナイスピッチングでした。ありがとうございました。
徳重幹事、前田副幹事、中原会員は初めての参加で観光はありませんでしたがロータリアンの方々、奥様方
との交流が出来たことは良かったと思います。中山会員にはいつもお仕事とはいえ色々ありがとうございま
した。
４月には、我がクラブにとって残念な池田誠至郎会員の訃報でした。いつかは我がクラブの重要な役職をさ
れる方だと思っていましたが非常に残念でした。改めてご冥福をお祈りいたします。４月後半は、職業奉仕
賞伝統工芸士楠見純寛さんを表彰させていただきました。楠見さんは職業を通じて子供達に弓の面白さや難
しさ、そして TV 放映を通じて都城のアピールに貢献されました。鳥集委員長ご苦労様でした。この表彰の
模様を小坂委員長より、ケーブル TV と宮日新聞に広報の依頼をかけていただき西クラブの広報が出来まし
た。ありがとうございました。４月最後の例会は、４０年を振り返ってのテーマで吉元会員に設立当時の話
など卓話ありがとうございました。今後私達が設立の話を受け継いで行かなければならないと思います。
５月に入りますと会長職もあと２ヶ月となり余裕も出てきました。が、うっかりで日南で行われたライラ
の日と日向東 RC の周年がダブってしまい、慌てて徳重幹事と吉田エレクトと日向東 RC クラブに参加して
きました。気の緩みからこんな事になりましたので反省でした。出席報告では、上田プログラム副委員長は
何度も 100％のお願いをして頂きありがとうございました。今年度は達成する事は出来ませんでしたが来
年度は 100％が達成出来るようメンバーに気を配りながら出席を促せられるよう努力します。
そして、井福 SAA と行ったブラジルサンパウロ世界大会。ぜったい叶うことが出来なかった RI 会長とツ
ーショットが撮れたことはロータリー会長としては感極まる出来事でした。毎回の進行と重ねて本当にあり
がとうございました。
今年度の努力目標の中で R I 自体でも一番重要な会員増強が達成出来なかった事出席率の低下昨年に続い
て 90％を切ってしまった事は私会長の責任です。このことをしっかり受け止めて次年度吉田会長の元協力、
そして増強に励みたいと思います。
以上一年を振り返りますとまだまだ話し足りない事もありますが、無事会長をやり遂げる事が出来たのも
理事役員の皆様、そして私の隣に２年間いてくださりいやな役などを押し付けたりしましたが徳重幹事本当
に感謝しております。
いつも気を使って看板制作や写真、
ビデオなど素早く編集して届けてくださいました。
本当にありがとうございました。事務局員の本山事務局長、飛松さん、山内さん一年間ご迷惑おかけしたこ
ともありましたがありがとうございました。
今回会長職を応接借りましたが私にとっては２度と無い経験をさせていただきました。今後ロータリーを
通じて私自身の仕事に役立て、そして多くの職業奉仕を通じてロータリーを楽しみたいと思います。
最後に次年度吉田会長、前田幹事の一年間無事に船出そして帰港出来ますよう願いまして退任挨拶とさせ
ていただきます。

◆徳重 幸男 幹事
あの日も雨に濡れたあじさいの花が美しく咲き乱れていました。あれから丁度 1 年長い様で短い一年でし
た。1 年間の流し続けた「ありがとうロータリー」の曲も皆さんの心の中に残っている事と思います。
振り返りますと韓国にも初めて行きました。ソフトの試合やウォーキング参加、夜の交流会等、盛大に接
待され、
大歓迎して頂きました。
こちらに来られた時は今まで以上におもてなしをしたいと思っております。
他にローターアクトの日という事で、インターアクトとロータリアン合同での都城駅周辺の清掃活動、夜
間のボーリング例会、ダンロップ職場訪問、鹿屋市でのの地区研修、地区大会等出席も多数ありましたが、
楽しい思い出になりました。が、会員増強も思わしくなく、出席率 100０％も 1 回もなく幹事の力不足だ
ったのではと思っております。最後になりましたが、理事役員の皆様や、各会員の皆様、1 年間御指導御協
力ありがとうございました。吉田会長エレクト、前田幹事エレクト年度はすばらしい 1 年であります様に祈
念申し上げ幹事の退任挨拶とさせて頂きます。本当にありがとうございました。

