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第５６５回例会 平成２１年４月１６日(木) プログラム「クラブ協議会（上期報告・下期計画）
」
前回第５６４回例会[4 月 9 日（木）]の報告
於：東急イン
【会長アドレス】会長 右田省二
日本は今、欧米の金融危機による輸出急減が原因で、ひどい「経済危機」に陥っています。株価は下落し、
中小企業においては、資金繰りに行き詰まる状態にあります。当然、経営に不安を覚える経営者も少なくはな
いでしょう。しかし、いかに未曾有の経済危機とはいえ、すべての企業が倒産するというものではありません。
もともと経済は好・不況を繰り返すものなのです。ここで忘れてならないのが、今ある企業はどこも、様々な
危機を乗り越えてきた過去があるということです。経営とは変化対応業とも言われます。これまでの経営環境
の変化に対応してきたからこそ、今日があるわけです。
こんな時だからこそ、気持ちだけでも明るく前向きに保たないといけません。百年に一度の恐慌などと聞け
ば、不安に駆られる人が多いはずです。かの二宮尊徳も言っています、
「遠くを図るものは富み、近くを図るも
のは貧す、それ遠きをはかる者は百年のために杉苗を植う。まして春まきて秋実るものにおいてをや。故に富
裕なり。近くを図る者は、春植えて秋実るものをも尚遠しとして植えず、唯眼前の利に迷うてまかずして取り、
植えずして刈り取ることのみ眼につく。故に貧窮す」
好況があれば必ず不況がある。だから、遠くを図ることを日頃から忘れてはならないと思います。大恐慌と
いわれる今日をありのまま受け入れ、腰を据えて自信と自社の改革に取り組む好機とし、経営者としての信念
を培うチャンスと捉えましょう。有名な経済人も言っています。
「不況を怖がってはいけない。不況から逃げて
はいけない。むしろこれに立ち向かい、社内のゆるみを引き締め、改善すべき点を徹底的に改善していくこと
が大事だ。不況の時こそ、身にしみてほんとうの勉強ができるいい機会だということである」
【会務報告】幹事 国師博久
① ロータリーの友、ガバナー月信をお取り下さい。
② 2009 年度米山奨学生・カウンセラーのオリエン
テーションが 4/26(日)13：00～都城メインホテル
【米山奨学会寄付】4/9 福石堅郎君
【4 月の誕生日祝い】おめでとうございます！

小林千鶴君（2 日）松藤いずみ君（3 日）
松田圭治郎君（5 日）萬福久生君（19 日）
森妙子君（23 日）柳橋國博君（24 日）

ナカムラにて行われます。
③ ロータリーワールド、鹿児島大学留学生会の卒業
アルバム（RCC サザンフレンズより）を回覧し
ます。
[定例理事会（4/9）報告]
●5 月のプログラム（承認）
5/7(木)外部卓話 鹿児島県南薩教育事務所
外国語指導助手 ピエール・トス様
5/14(木)外部卓話 山田愛月様
5/21(木)地区協議会報告
5/28(木)クラブ細則の改正・変更について
●5 月開催の事業
・「第 87 回ロータリー大学」5/12(火)東急インにて
・「2009 年地区協議会」5/17(日)10：00 点鐘
ワールドコンベンションセンターにて
・「新世代のためのロータリー会議」5/24(日)13：00
～16：00 黎明館にて
担当ＲＣ：鹿児島ＲＣ
メインテーマ世界同時不況－混乱の時代にどう生
きるか「就職戦線異常ありその現状と対策」

【プログラム】会報・広報委員会
担当 早川委員
サザンウインドロータリークラ
ブのホームページが新しくなりま
したので、紹介します。
アドレスは、
「 http://www.ri2730.org/southern/ 」です。
検索エンジンでは「2730 地区」で検索して「国際
ロータリー2730 地区 宮崎・鹿児島エリア」となって
いるページをご覧ください。
「地区 RC リンク集」を
クリックすると、2730 地区のクラブ一覧が出てきま
すので、そこで、「鹿児島サザンウインドロータリー
クラブ」を選んでください。
以前のホームページにアクセスしても、このページ
に移動するように設定しましたので、是非、ご覧くだ
さい。
現在は、まだ会員の紹介程度の内容ですが、これか
ら内容の拡充を図っていきますので、ご意見などがあ
りましたら、早川までご連絡ください。
なお、年度ごとに担当が変わり、申し送りをするの
は大変ですので、このホームページに関しては、早川
が担当させていただこうと思っていますので、よろし
くお願いします。
また、国際ロータリーのホームページなどは、内容
が充実しており、新しい会員の方には、よい勉強材料
がそろっていますので、こちらもぜひ、アクセスして
みてください。
《次回（第 566 回）例会のお知らせ》
日 時：Ｈ21 年 4 月 23 日(木)
場 所：東急イン２Ｆ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：外部卓話 鹿児島大学理事
面高俊宏様（天文学者）
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市内他ＲＣプログラム
月日曜
4 月 17 日（金）
4 月 20 日（月）
4 月 21 日（火）
4 月 21 日（火）
4 月 22 日（水）
4 月 22 日（水）
4 月 22 日（水）
4 月 23 日（木）
4 月 23 日（木）
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【ニコニコＢＯＸ】
◆川原篤雄君
ＲＩ第 3340 地区パストガバナーソムチャイさん及び
ケンクーンＲＣ会長より、寄贈の児童書到着の報告お
礼文頂きました。会員の皆さんの協力に感謝します。
37682.1 ﾊﾞｰﾂ（1 ﾊﾞｰﾂ＝2.6 円）約 10 万円です。
◆永田優治君・前田由紀子君・柳橋國博君
梅木安子君
美しい桜のもとすばらしい歓迎会を催して頂き、誠に
有難うございます。感謝の気持ちでニコニコ致します。
◆高岡茂君
親睦の皆様、お花見ご苦労様でした。おかげさまで楽
しく過ごす事ができました。
◆平田宗興君
長女の夫が経営コンサルタント会社「Ａ beam」の
社長に就任しました。アビームは、以前はデトロイト
トーマツです。世界中に 3,700 人のコンサルタントを
かかえる会社です。
◆松藤いずみ君
父の葬儀におきましては、皆様に大変お世話になり有
難うございました。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥３３２，０００－》
＜2009 年地区協議会開催のご案内＞
日時：Ｈ21 年 5 月 17 日（日）10：00 開会
場所：ワールドコンベンションセンター
ﾎｽﾄＲＣ：宮崎南ＲＣ
今回は分科会は行わず、全体会議が主体です。
＜本会議＞
10：00 点鐘 ガバナー挨拶 ＲＩテーマ目標
10：30 セッション①地区委員会（各委員会約
10 分）研修・長期計画、拡大・会員
増強、クラブ奉仕、職業奉仕、社会
奉仕、新世代、国際奉仕委員会
12：10 ランチョンカンファレンス
会長部門、幹事・会計・事務局部門
13：10 セッション②Ｒ財団と米山記念奨学会
13：30 質疑応答
14：00 閉会

★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
会員卓話 松木實国際奉仕委員長
会員卓話 堀之内隆・桃木野聡君「新入会員自己紹介」
外部卓話 川越桂路様
映画「不都合な真実」前半
会員卓話 中島秋津子君
ゲスト卓話 鹿児島大学農学部教授（焼酎学）鮫島吉広様
新世代委員会報告（ライラ報告）
鹿児島北ＲＣとの合同例会 18：30～
鹿児島東ＲＣとの合同例会 18：30～

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

