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第５２８回例会 平成２０年７月３日(木) プログラム「会長・幹事就任挨拶」
前回第５２７回例会[６月２６日（木）]の報告
於：東急イン
【会長代理挨拶】副会長 松田泉
本日、今年度最後の例会となりました。あと数日で今期が終わるというこの時期、何をしたら良いかという
ことを簡単に申し上げます。
７月１日から次年度が始まりますが、委員会が即活動を行うために今何をすべきか。それは、ＣＬＰを行っ
た結果変更された次年度の細則、委員会構成を今年度のアッセンブリーに記載されているそれと照らし合わせ、
何が違っているのかを各自認識していただきたいということです。それが明確になっていないと、委員会の委
員として、何をしたら良いのか解らない状態になってしまいますので、宜しくお願いします。後ほど、ロータ
リー財団の表彰がありますので、それについて少し説明します。
ロータリー財団には、年次寄附と恒久基金の２つの種類の寄附がありますが、年次寄附の 1,000 ドル達成者
がポール・ハリス・フェロー。2,000 ドル達成者がマルチプル・ポール・ハリス・フェロー。恒久基金の 1,000
ドル達成者がベネファクターで、我がクラブでは毎年会長がなるというシステムがすでに作られております。
今回のポール・ハリス・フェローの表彰を受けられる会員の方は、約 10 年前に入会され、毎年 100 ドルを 10
年間に渡り継続してされてきた会員で、ロータリー財団委員会からの要請をきちんと遂行されたら、誰でも特
別に多額な寄附をしなくとも、ポール・ハリス・フェローになれるという良いお手本です。皆さんもこれに習
い、毎年のロータリアンとしてやらなければならないこと、やった方が良いことをしっかり行い、ロータリー
活動を楽しみましょう。
【会務報告】幹事 市川孝栄
①各委員会で立替等ありましたら今月中にお知らせ下さい。
【ビジター】鹿児島西ＲＣ・・・徳留忠敬君
【米山奨学会寄付】6/26 市川孝栄君・池田耕夫君
【ロータリー財団 認証状の伝達】
（右写真）
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ・・・市川孝栄君・池田耕夫君
ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ・・・・井川良仁君・小林千鶴君・高岡茂君
ベネファクター・・・・永田優治君
＜社会奉仕委員会より報告＞
書き損じハガキ、未使用切手、未使用テレカの
回収にご協力頂きまして有難うございました。
鹿児島ユネスコ協会へ送付いたしました。
来年度も引き続き宜しくお願いします。又、
使用済み切手は送付先がなく回収しておりませ
んので、宜しくお願いします。
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《次回（第 529 回）例会のお知らせ》
日時：Ｈ20 年 7 月 10 日(木)12：30～13：30
場所：東急イン２Ｆ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：年間活動方針発表

出席率％

【プログラム】会長・幹事挨拶
「任期を終えて」 会長 永田優治
会員の皆様大変お世話になりまし
た。今年度のテーマ、重点推進項目
を振り返り御挨拶申し上げます。
RI テーマと地区重点推進項目、それと当クラブの
なすべき課題を考慮し、当クラブのテーマを「学ぼう、
ロータリーの心を！ 語ろう、サザンウインドの明日
を！」と致しました。そして、会長方針を次のように
させていただきました。
重点推進項目
1．クラブ協議会ほか各種会合の着実な実施
・各委員会に CLP の位置付けと対応を要請する。
・CLP に対応するためのクラブ協議会を早期に開催し
結論を得る。
・例会、ロータリー大学等での RI テーマの学習
２．会員増強
・クラブの全ての活動を、分かちあいの心で、会員増
強に反映すべく意識していく。
・「ロータリー家族」を意識して、また会員同士の親
睦の充実と会員卓話の充実で、増強と退会防止に努め
る。
３．奉仕部門の充実
・国際奉仕部門 友好クラブ・姉妹クラブの調査検討
を引き続き実施する。
・RCC サザンフレンズ ロータリー地域社会共同隊
への協力支援
・職業奉仕については、会員事業所紹介等を含め、推
進する。
４．ロータリー財団への目標額達成への協力推進
一人年間 100 ドルを達成する。
５．米山記念奨学会への協力支援
地区目標額を達成できるよう努力する。
６．会員の健康志向・向上への取り組みを勧める。
で御座いました。
重点項目にかかげました第１の
１．クラブ協議会、他、各種会合の着実な実施につい
て これについては、ＣＬＰ委員会のあと、クラブ協
議会を開催することをくり返し、年末の総会でＣＬＰ
に基づく新しい組織作りが皆様の承認によりできま
した。語ろうサザンウインドの明日が見えてきたと思
い、良かったと思います。

２．会員増強については、
５０名の大台に乗ったことで、公約以上の結果になり
ました。会員卓話に重点を置いたことで仲間意識、家
族意識が深まり、仲間が増えたと思っております。小
山田委員長のプログラムが良かったと思います。当然、
西増強委員長の努力の結果でもあります。
３．の奉仕部門の充実について
タイのケーンクーンＲＣとの友好盟約は想像以上の
結果になりました。私の年度では、調査検討を引き続
き実施する、となっていたのですから。川原国際奉仕
委員長主導によるお膳立てがあったからであります
が、会員全員の承諾、理事会承認の上での盟約となり、
非常に良かったと思います。
右田年度で更に友好が前進することを期待しており
ます。
ＲＣＣサザンフレンズへの支援については、重久委員
長のかかさぬ出席の下、滞りなく出来たと思います。
私自身が各種行事と重なり、良く出席できなかったこ
とを悔いております。サザンフレンズは良く活動して
いると思います。
職業奉仕についても会員事業所紹介、会員卓話の推進
により、礎ができたと思います。
４．５．については、サザンウインドＲＣにとっては、
基本原則が確立されていますので、目標達成について
心配はありません。私のベネファクターも円高と会員
増強により、スムーズに執行させていただき感謝して
おります。
米山学友も私自身、照準を当ててきましたので、右田
エレクトと共に、クリアできた事を喜びたいと思いま
す。
問題の第６項目についてでございますが、会員の健康
志向、向上への取り組みを勧めると言ったものの、会
長挨拶で少々話すぐらいで今いちでした。また今回、
皆さんに健康の大事さを強烈に訴えることができ、こ
の項目までもが目標達成という事になり、複雑な気持
ちです。
以上、総括して見ますと、本年度目標は総じてクリア
できたのかと思います。これも、市川幹事という名パ
ートナーと共に歩いてこられたことが原因だと思い
ます。市川さん、どうもありがとうございました。
会員皆様から多くの御協力、御支援をいただきました。
有難うございました。

幹事挨拶
幹事 市川孝栄
皆様お世話になりました。今年度
はクラブアッセンブリーにあります
会長挨拶、最後の会長挨拶が全てで
あったと思います。明確なクラブテ
ーマ、重点推進項目、またそれに向
けての組織づくり、そしてそれに沿った活動、充実し
た年度だったと思っております。それが出来たのも会
員、委員長の皆様のご支援、ご協力があったからだと
思います。事務局にも大変お世話になりました。本当
に有難う御座いました。
幹事と致しましては、永田会長の下で務めることが

出来て感謝いたし、光栄に思っております。立派な会
長だと思います。
振り返りますと、永田会長とはお互いにチャーター
メンバーではありましたが、特別に親しかったわけで
はなく、会話も少なかったと思います。幹事に指名さ
れ、組織作成、会長のペッツ後からの充分な打合せに
より、考え方を理解、共有したように思います。私ど
もの共通認識の一つに年度頭が勝負というものがあ
りました。
（話し合ったわけではないのですが）4,5,6
月の企画、計画｡7､８月の会員への伝わり方で残りが
決まる･･･。それが出来たように思っております。
特に、CLP による組織の改革については反対者が出

るのではないかと心配しておりましたが、特別に無く、
もっとやったほうが良いのではと云う意見もあり、さ
らに改革したような次第でほっといたしました。
（も
っとも、反論しづらかったようですが）
今年度の特徴をさらに細かく申し上げますと、幹事
自身が直接行う業務が多かったことかと思います。
CLP による組織改革、細則改正、また友好クラブ締
結段取り（協定書作成等）がありました。それらに集
中できたのも各委員長さん方が自主的に活動され、幹
事として特別なフォローの必要性が無かったお蔭で
あります。大変有難く思っております。
今年度は、新会員の入会も多くありました、次年度
もフォロー宜しくお願いいたします。
さて、今月に入り色々ありました。年度が終わります
が、私は文章の最後のピリオド、マルが出来そうにな
い気持ちです。しばらく待ち、その時にゆっくりとピ

【ニコニコＢＯＸ】
◆永田優治君・市川孝栄君
皆様一年間有難うございました。最後まで宜しくお願
い致します。
◆平恵子君
永田会長、市川幹事一年間大変ご苦労様でした。市川
幹事におかれましては、私にも協力して頂き、心から
感謝しております。有難うございました。
◆川原篤雄君
ロータリーシェアー年度、永田会長、市川幹事、理事、
役員、各委員長、一年間御苦労様でした。次年度も分
かあいの心を深めてまいりましょう。
◆池田耕夫君・岩田政大君
永田会長、市川幹事一年間御苦労様でございました。
また、役員の方々もお疲れ様でした。永田会長の早期
なるご回復をお祈りいたします。
◆小山田吉治君
永田会長、市川幹事一年間御苦労様でした。市川幹事
には長い期間幹事をして頂いています。次年度もこの
調子で宜しくお願いします。
◆松田泉君・松藤いずみ君・森迫直子君・事務局田中
小山田さん、札幌でのサッカーシニア全国大会、頑張
って下さい！お土産待ってま～す！
◆西孝一君
永田会長が本日欠席は残念ですが、永田会長、市川幹
事、会運営一年間お疲れ様でした。最高の一年でした。
感謝のニコニコです。
◆国師博久君
永田会長、市川幹事一年間御苦労様でした。
◆藤崎克己君
永田会長、市川幹事一年間御苦労様でした。また、私
も会員皆様のご協力のおかげで無事任務を終えます。

リオドを打ちたいと思います。菊地平年度ガバナー月
信最終号のガバナーのページに「神の慮り」というの
が載っています。一年間コピーをファイルに貼り、何
度か読んでおりました。今それをさらに何度も読み返
し、かみ締めているところです。
年度始めの幹事挨拶で、「少し硬い年度になるかも
しれません。硬い年度にします。」と挨拶したように
記憶しております。振り返りますと予定の通り、約束
の通りになりました。
皆様のご支援、ご協力に感謝いたします。お蔭様で
一年間務めることが出来ました。
有難う御座いました。
（次年度会長・幹事より
記念品の贈呈）

そうそう、事務局の田中さんにも大変お世話になり有
難うございました。
◆横山武博君・下前建二君・庄司教克君・前田正幸君・
栫秀一郎君・森山隆治君
永田会長、市川幹事お疲れさまでした。次回から少し
さみしくなると思いますが今後のＲＣライフを楽し
みましょう！！
◆田中応征君
おかげさまで『アインシュタイン LOVE 鹿児島展』
の後援を市内 10 ロータリークラブより頂きました。
有難うございました。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥４４１，８１０－》
【ゴメンナサイＢＯＸ】
◆濵田一郎君
先週、出張先の帰りに受け取り荷物のトラブルで帰れ
なくなり、例会欠席しました。年間報告もありながら
ゴメンナサイ。
◆早川孝一君
長い間お休みして申し訳ありません。東京が私を帰し
てくれません。来週は出席しますが、それからまたお
休みになりそうです。私の事忘れないで下さい。
◆池田耕夫君
先日、部屋の整理をしていたところ、年末に出すべき
年賀状が紙袋の中から出てきました。てっきり出した
ものと思っていましたので、びっくり仰天いたしまし
た。丁度バタバタしている時期でございましたので忘
れてしまったと思われます。本当に皆々様ご無礼をい
たしました。ゴメンナサイです。ハガキは来年の書き
損じハガキに出します。
《ゴメンナサイ BOX 累計額 ￥６１，０００－》

＜会報・広報委員会よりお知らせとお願い＞
昨年度までの会報で連載されていました職場紹介も一巡し、本年度では、
「私の好きなこと」をメインに、皆様からのマイブームを紹介していただくことにい
たしました。
内容は、日常の職業の中で感じたこと、あるいは、プライベートな視点で気付いたこ
と、密かに楽しみにしていること、個人的に名所だと思っている場所や趣味の話など
皆様からの楽しくてためになる（たまには、ためにならないものも可）話題、元気に
なる話題をお待ちいたしております。

市内他ＲＣプログラム
月日曜
7 月 4 日（金）
7 月 7 日（月）
7 月 8 日（火）
7 月 8 日（火）
7 月 9 日（水）
7 月 9 日（水）
7 月 9 日（水）
7 月 10 日（木）
7 月 10 日（木）

★例会時間・場所等の変更
ＲＣ

鹿児島ＲＣ
中央ＲＣ
東南ＲＣ
城西ＲＣ
南ＲＣ
西ＲＣ
西南ＲＣ
東ＲＣ
北ＲＣ

プログラム
会長・幹事就任挨拶
会員卓話 重久善一君・本村嘉啓君「会長・幹事就任の挨拶」
クラブ協議会
クラブ協議会（各委員会方針と計画）
決算報告・予算承認 クラブフォーラム
クラブ協議会（活動方針②）
クラブ協議会（四大奉仕委員会報告）
各委員長就任挨拶
クラブ協議会（各委員会活動方針発表）

例会場
山形屋
山形屋
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
東急イン
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
山形屋
ゆうづき
山形屋
東急ホテル

