第 3091 回 平成 30 年 1 月 26 日例会
クラブ協議会

第 3090 回 平成 30 年 1 月 19 日例会報告

西郷（せご）どんの逸話より
『ある日、木戸孝允が各参議を自邸に呼んで会議
●点鐘
を開くことになりました。各参議は皆集まったので
すが西郷さんだけがまだ来ません。困った木戸は、
●合唱
それでこそロータリー
西郷さんの家に使いをだして「すぐおいでを」と督
促しました。使いの者が西郷さんの家に着いてみる
●ゲスト
有限会社 綾わくわくファーム
代表 濱田 倫紀 様 （宮崎ＲＣ） と、西郷さんは裸で筆を持って一生懸命、字を書い
ている最中でした。使いの者が「お早くどうぞ」と
言うと、「ああ今着衣がない。あの縁先に干した浴
●ビジター なし
衣が乾くまで待ってもらいたい」とのこと。木戸は
その話を聞き、使いの者に着物を持たせました。
西郷さんが着物を着て木戸邸に着いたとき、すで
会長の時間
東郷 研哉 直前会長
に会議は終わっており、皆、西郷さんを責めました。
みなさんこんにちは。本日は下森会長不在の為、 すると西郷さんは大きな体をゆり動かし笑いながら
直前会長の私が代理で会長の時間をお話しさせてい 「木戸さんの着物はこれ、こんなに短い」と言って
おどけて見せたので、みな思わず怒れなくなってし
ただきます。
下森会長は少し体調を崩されて、養生をされてお まいました。替えの着物を持っていなかった西郷さ
られます。心配はいらないようですが、しばらくは んは、その後、この着物をいつも着用していたそう
です』
代理でカバーしてまいりたいと思います。
という逸話がございます。
この事態を予期してはいなかったでしょうが、先
当時西郷さんの給料は６００円で、小学校の教員
月の会長の時間で下森会長が、
「１月からは歴代会長
が６円くらいだったそうです。およそ１００倍。物
にも、会長の時間でお話をしていただく」と言われ
ました。覚えてらっしゃるでしょうか？ ですので、 価の価値がだいぶ今と違うので一概に言えません
来週からは下森会長が復活されるまで順次歴代会長 が、大体現在のお金に換算しますと月１５００万～
にお話していただきたいと思いますので、どうぞよ ３０００万円もらっていたことになります。そんな
貰っていたの？と思われるかもしれませんが、明治
ろしくお願いいたします。
さて、先週は恒例の４クラブ合同新年例会がござ の高官たちはこぞって豪邸を建てたり豪華な調度を
いまして、多くの皆様にご出席いただきました。４ 揃えたり贅沢をしていたと言いますので、あながち
２名の参加ということで、都城クラブが一番という この金額も外れていないかもしれません。
そんな高額な給料をもらっている西郷さんが着物
か、ダントツで出席がよかったのではないかなと思
います。改めまして都城クラブは素晴らしいクラブ の替えすら持っていなかったということは、立身出
だなと思った次第でございます。今後も元気のある、 世しても、国を思うという初心を忘れず、決して贅
そして都城地区をリードしていくクラブであり続け 沢せず、素朴質素な生活をしていたことをこの逸話
は物語っております。
られるように皆さんで頑張ってまいりましょう。
地位や名誉を得ても、奢らず謙虚に初志貫徹でき
話しは変わりますが、新年と言いますと、お隣の
る、本当に素晴らしい人物であります。少しでも西
鹿児島県が舞台の大河ドラマ「西郷どん」がスター
トいたしました。皆さんご覧になったと思います。 郷さんに近づけるように精進していきたいと思いま
ということで、今日は「西郷どんの逸話」という す。
以上会長の時間とさせていただきます。
本の中からひとつお話ししたいと思います。

1 月ロータリーレート：1 ドル＝114 円

幹事報告

中村 太賀吉

●押川ガバナー事務所…
①第 19 回ロータリー国際囲碁大会」開催のご案内
4 月 22 日（日） 09：00 登録受付
09：30 点鐘 開会式
会場
日本棋院会館本院（東京・市ヶ谷）
の新装となる 2 階大ホール
ホスト
東京ロータリークラブ
登録料
18,000 円
②串木野ロータリークラブの例会場変更
２０１８年１月１６日より 《 新 例 会 場 》
■本浦交流センター
鹿児島県いちき串木野市西浜町１―１
ＴＥＬ ０９９６―３３―２３７１
●川原ガバナーエレクト事務所…
①クラブ状況報告のお願い
②次年度地区スケジュール予定のついて
地区大会に関しまして…連絡事項
・RI 会長代理ご夫妻歓迎・会員交流大懇親会
（10 ／13 夜 鹿児島サンロイヤルホテル）
◎なお、今年度地区大会において川原年度の
地区大会は 2 日間と決議されており例年地区
大会初日に開催されているゴルフ大会はあり
ません。鹿児島サザンウインド RC が親睦
ゴルフを企画しております。
●都城東高等学校…タイ アカ族 支援事業
物品販売の案内パンフレット
□クラブ報告
●本日 1/19（金）２月定例理事会 例会終了後
13:30～ ロータリー事務局
●来週 1/23（金）クラブ協議会
各委員会の上半期報告をお願いします。

出席報告
会員総数

5２名

出免数

３名

出席数

39 名

出席率

79.59%

特別休会
95.92％

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

1/5
1/11

届出無

吉原

MU 有会員

1/16 都城北
佐々木（慈）吉原 津曲 谷口
田中（博） 島津 田中（穣）

MU 無会員(1/5)

特別休会

要 MU 会員(1/11)

渡瀬

加治屋 清水 谷口 下森 津曲 山田
中村（壽） 長倉 前田

四季

委員会報告

なし

本日のプログラム

プログラム担当

外部卓話

別紙に掲載しております。

SAA 報告

別紙に掲載しております。

今後のプログラム

１月 誕生祝い

（予定）
２／２
会員増強フォーラムⅡ
２／９
メディア関連 担当 外部卓話
２／１６ 祝日週の為、休会
２／２３ 教育振興基金フォーラム
ニコニコ BOX

13000

278,000

ロータリー財団

22,800

346,700

米山記念奨学会

0

258,000

10,000

580,000

教育振興基金

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

渡瀬

登 会員 ・ 須賀

・欠席～中村

成人 会員

壽秀 会員、長倉 清一会員

黒木由美子

メディア関連・広告・宣伝小委員会
◆
ロータリー事務局制作

谷口賢多郎

1 月ロータリーレート：1 ドル＝114 円

本日のプログラム

1 月ロータリーレート：1 ドル＝114 円

＊プログラム 担当

有限会社 綾わくわくファーム

代表

濱田 倫紀 様
【プログラム

卓話

堀之内芳久 委員長より紹介】

以前、都城ＲＣに所属していました。
（現在は、宮崎ＲＣ所属）
都城農業高校・高鍋高校の先生をされた後、
県教育委員会に１８年間在籍していました。
退職された後、わくわくファームランドを設立
されました。

『不自由で豊な社会の再生』
●サル化する人間社会
・子育ての経済化・機械化
・家族の崩壊
・サル社会（優劣社会）への回帰
・共感能力の減退
・信頼関係の消失
・利益共同体と閉鎖的な社会

●新しい都市への提言
・低成長時代の発想
・少子高齢化を支える街づくり
・共に生きる楽しみを見つけられる都市づくり
・コミュニケーションとコミュニティの適切な連携
・二重生活の奨め
・学びの場の拡大
・世界の視点から国際化を推進
・文化、学術を生かす街づくり

1 月ロータリーレート：1 ドル＝114 円

●グローバル人材とは（遺りきる）
・世界と時代の動きを見極められる視座
・自己の目標があり、アイデンティティをもつ
・他者の気持ちと考えを理解できる
・状況を判断し、適応できる
・自己決定ができる、危機管理ができる
・他者を感動させる能力をもつ
●近未来の街づくりは「シナリオ」で考える。
・稼ぎを減らして、地域との繋がりや家族関係をより大事にする生活の方が
幸せに暮らせると思う。
・「稼ぐことが良い事だ」という価値観が変われば ガラリと世の中が変わる
可能性が大きい。
・コミュニティが「食べること」と「死ぬこと」を取り戻せば、新たな経済が
動き出すのではないかと思う。

貴重な卓話をありがとうございました！

SAA報告
●ニコニコ箱●
長峯
基･･･濵田先生の講演 ありがとうございました。
小久保健太･･･濱田様、再会出来てうれしいです。益々の御活躍をお祈り申し上げます。
堀之内芳久･･･濵田さん ありがとうございました。
渡瀬
登･･･誕生日を祝っていただき ありがとうございます！
東郷 研哉･･･濵田様、貴重な卓話ありがとうございました。
小玉 忠宏･･･本年もよろしくお願い致します。所用につき早退させて頂きます。
河東 光浩･･･濵田様、本日はありがとう御座いました。
西田 憲一･･･濱田様 本日はありがとうございます。
山下
崇･･･申し訳ありません。お先に失礼します。
須賀 成人･･･誕生祝い ありがとうございます。
荒瀬 克哉･･･渡瀬歴代会長、須賀会員 誕生日おめでとうございます。
森山芳太郎･･･渡瀬さん 誕生日おめでとうございます。
川添 正浩･･･濵田さん、宮崎ロータリークラブではお世話になりました。
京の卓話も興味を持って聞かせていただきました。
四季 信一･･･新年の４ＲＣ合同新年例会を無届欠席 申し訳ありませんでした。
本年も宜しくお願い致します。
●ロータリー財団●

森山芳太郎

・

須賀

成人

