第 310９回 平成 30 年７月６日例会
会長幹事 就任挨拶

第 3108 回 平成 30 年 6 月 29 日例会報告
●点鐘
●合唱

我等の生業

●ゲスト

なし

●ビジター

なし

会長の時間

下森 康玄

皆様こんにちは。天気が不安定で蒸し暑い日
が続いておりますが、梅雨明けまでもう少しの
辛抱です。
本日は、いよいよ最終例会となりました。皆
様に『会長の時間』で話しをさせて頂きました
が、本日で最後となりました。毎回何を話そう
かと考えておりましたが、ロータリーについて
の話が少なかったため、耳を傾けて頂いた皆様
に大変申し訳なく思っております。もっとロー
タリーについて勉強できる時間に出来たら良か
ったと反省しております。
さて、本日は最後ですので、大好きな旅の話
をさせて頂きます。
ヨーロッパは美しい自然や造形物、芸術品で
溢れているため、好きな旅先の１つです。北欧
のノルウェーから中欧、南欧へと列車等での移
動もなかなか素敵ですし、豊かな自然や歴史あ
る素晴らしい建物、絵画等に囲まれながらゆっ
たりとした時間も過ごせます。
フランス、イタリアの建築様式やサン・ピエ
トロ大聖堂にあるミケランジェロのピエタ像、
スペインでのガウディのサグラダ・ファミリア
等を見ていると、道端に敷いてある石ころの様
なピッコロも芸術品に見えたりします。
又、100 年以上前に描かれた絵とそのままの
街並みが目の前に広がっているのもとても感動
的です。

とても印象に残り素敵だなぁと感じるの
は、1 月初旬の夕刻にパリのオルセー美術館
の 2 階の窓から見る景色です。閉館前にセー
ヌ川を見てみますと、手前の方ではガスライ
トがポツリポツリと灯り始め、セーヌ川を挟
んだルーブル美術館もライトアップされてき
ます、そのずっと先の北方のモンマルトルの
丘が夕陽に照らされ、真っ白なサクレ・クー
ル寺院が夕陽を浴びて黄金色に輝いてきま
す。吸い込まれそうなほど綺麗です。
旅は国内外問わず心を癒す良い時間で
す。北海道の利尻島、礼文島から、東京の南
にある八丈島、九州の西方で韓国が見える対
馬、沖縄の東にある北、南大東島、日本最西
端の与那国島、日本最南端の波照間島等の離
島や全都道府県 色々な所を旅しました。旅先
では、音も風も景色も現地の工芸品も味も、
目に染み、耳に染み、心に染みわたります。
皆様と一緒に旅を共有したいです。
後程、退任の挨拶がございますので短めに、
以上で会長の時間と致しますが、1 年間拙い
話に耳を傾けて頂き、有難うございました。

幹事報告

中村 太賀吉

□クラブ報告
●次年度 会員名簿作成のため
校正を回覧致します。
⇒７月９日締切ですので、チェックを
お願い致します。

7 月ロータリーレート：1 ドル＝1１０円

出席報告
会員総数

53 名

出免数

３名

出席数

30 名

出席率

60.00%

86.00％
94.00％

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

6/15
6/22

届出無

荒瀬

MU 有会員

6/24 トロント国際大会
中村（壽）東郷 堀之内 吉原

上之 加治屋 小玉 佐々木（慈）
田中(穣) 田中（博） 東郷 中村（壽）
二見 堀之内 松尾
山下 山田
吉原 池内 木脇 瀬戸 温水
長谷川

6/25 宮崎東 RC

二見

6/27 都城西 RC 上之 加治屋
田中(博)

MU 無会員(6/15)

落合
瀬戸

要 MU 会員(6/22)

田中（穣） 山田 吉国

委員会報告

田中（穣） 前田 山下 山田
吉国

なし

本日のプログラム

会長幹事 退任挨拶
※別紙に掲載しております。

SAA 報告
●ニコニコ箱●
下森 康玄･･･皆様一年刊大変お世話になりました。
皆様に感謝です！
中村太賀吉･･･一年間ありがとうございました。
河東 光浩･･･下森会長中村幹事 本当にお疲れ様
でした。しっかりと引き継いでまいります
長峯
基･･･会長幹事 １年間ご苦労様でした。
迫田 征男･･･下森会長、中村幹事一年間御苦労様
でした。
木場 智彦･･･下森会長、中村幹事 一年間本当に
ご苦労様でした。
福﨑 順久･･･下森年度最終例会に捧げて。
渡瀬
登･･･下森会長 中村幹事１年間ご苦労様
でした！
塩屋 彰英･･･おかげ様でホームクラブ 100％出席
させて頂きました。健康と皆様に感謝。
鎌田 明彦･･･山﨑委員長 親睦委員のみなさん
お疲れ様でした。楽しかったです。

山﨑 忠芳･･･当委員会最終例会「感謝の集い」多数の
ご参加ありがとうございます。
また、会長賞も当選し大変恐縮です。
宮川久美子･･･下森会長 中村幹事一年間お疲れ様
でした。
落合 精三･･･下森年度 お疲れ様でした。
黒木由美子･･･下森会長 中村幹事 １年間お疲れ様
でした。親睦委員会の皆様 感謝の集い
ありがとうございました。
津曲由紀子･･･下森会長 中村太賀吉幹事 一年間
お疲れ様でした。
島津 久友･･･下森会長 中村幹事 お疲れ様でした。
森山芳太郎･･･１年間ご苦労様でした。
永友 禎二･･･下森会長、中村幹事 １年間お疲れ様
でした。感謝の集いで景品をありがとう
ございました。
川添 正浩･･･会長幹事 そしてみなさん１年間お疲れ
様でした。次年度もよろしくお願いします。
四季 信一･･･下森会長中村幹事１年間御苦労様でした
須賀 成人･･･会長 幹事 各委員のみなさま、１年間
お疲れ様でした。
上村
久･･･下森会長１年間おつかれ様でした！
下森会長、そしてサッカー日本代表
ありがとうございました。
西田 憲一･･･ホームクラブ 100％賞全額寄付します。
下森会長 中村幹事 １年間お疲れ様
でした。
清水由紀子･･･会長始め役員の皆様お疲れ様でした。
●米山記念奨学会●
鎌田 明彦･･･下森会長、中村幹事一年間お疲れ様
でした。
●教育振興基金●
小玉 忠宏･･･下森会長 中村幹事そして支えて頂いた
スタッフの皆さん １年間ありがとう
ございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今後のプログラム （予定）
７／１３ 各委員会事業計画発表 （夜間例会）
７／２０ 祝日週の為、休会
７／２７ 佐世Ｇ補佐をお迎えしてのクラブ協議会
ニコニコ BOX

36,000

490,600

ロータリー財団

0

551,500

米山記念奨学会

5,000

445,000

教育振興基金

5,000

645,000

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

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

7 月ロータリーレート：1 ドル＝1１０円

第６４代

下森

康玄 会長

改めまして、皆様こんにちは。本年度第 64 代会長を務めさせて
頂き、無事に退任挨拶が出来る事に感謝申し上げます。
2017～2018 年度の国際ロータリー会長 イアン・ライズリー
会長の掲げるテーマは「変化をもたらす」、地区スローガンでは押川
弘巳ガバナーが「ロータリーを知り、よく理解しよう」を打ち出さ
れました。当クラブは「闊達な意見と智恵を出し合おう」を運営方
針としてスタート致しました。掲げました 5 つの基本方針を振り返りながら反省して参りたいと思います。
1．クラブの活性化・都城４RC の連携
活発的なクラブ・魅力ある例会にするため、地域の活性化・連帯感の種となるような合同企画の智恵を出す
こととしておりました。各クラブや 4RC が連携して活動する中で達成感を共有し次の活動へ繋げられるので
はないかと思い、毎週の例会がマンネリ化してしまわないように必要に応じて変革も検討すべきだと考えてお
りました。
→ 4RC の連携を図るために定期的に交流の機会を設けようと考えておりましたが、目標達成に至りませんで
した。
2．新世代の育成
幅広い年代の会員が在籍している点をメリットと考え、先輩会員からはクラブの伝統と歴史を学び、若い世
代の会員には積極的に前に出て頂いて楽しみながらお互い触発を受け、意見や智恵を出し合える環境をつくる
こととしておりました。
→ 目標達成には至らなかったかもしれませんが、1 月から 3 月の間は会長の時間を歴代会長の皆様にお願い
していたこともあり、当クラブの歴史等は学ぶ事が出来たのではないでしょうか。若い世代の方々にも頑
張って頂けたような気がします。新世代奉仕部門長の佐々木慈舟様、青少年奉仕委員長の温水玲子様、ロ
ーターアクト委員長の谷口賢多郎様、インターアクト委員長の宮川久美子様、ご協力有難うございました。
3．ロータリークラブの魅力発信
ロータリークラブは様々な活動を通して地域社会に貢献してきましたが、あまり廻りの方々に知られていな
い状況を省みて、ロータリーの魅力を発信していきたいと思っておりました。
→ 若い世代にも発信できるような取り組みをしていかなければと考えておりましたがなかなか出来ませんで
したが、広報部門長の前田尚子様、クラブ会報委員長の黒木由美子様、メディア関連広報・宣伝委員長の
谷口賢太郎様の 3 名で連携をとられており、SNS を活用する等、懸命に取り組まれておりました。他の
クラブからもお褒めの言葉も頂きました。有難うございました。
会員の方々が「ロータリーに入会していて楽しいよ、良かったよ、社会の為にも自分の為にもなるよ」と、
大きな声で発信できるようなクラブにしていきたいと思っておりました。
→ 皆様お一人お一人が楽しいロータリークラブライフだと感じて頂けましたでしょうか。親睦委員会長の山
崎忠芳様を始め、親睦委員の皆様に力を尽くして頂きました。有難うございました。職業奉仕委員長の濟
陽順司様のご努力で職場訪問はとても楽しく、為になる時間でした。
4．会員増強・退会防止
本年度は会員増強純増 3 名以上の拡大を目標としておりました。
→ ロータリアンとして認められる会員 6 名が入会され、純増 3 名でクラブ会員が 53 名となりました。入会
して 3 年未満での退会者が多く見られるため、辞めないで続けて頂きたいです。会員増強部門長の塩屋彰
英様、会員増強委員長の津曲由紀子様、選考職業分類委員長の小玉忠宏様、ロータリー情報委員長の木脇
義紹様を始め委員の皆様方、ご協力有難うございました。

7 月ロータリーレート：1 ドル＝1１０円

5．ロータリー財団・米山記念奨学会、教育振興基金への協力
活動の趣旨を理解し、心から支援するための情報を発信したいと思っておりました。
→ お陰様で例会毎に皆様からのご協力を賜りまして、ロータリー財団は目標達成率 104％の 5200 ドル、
米山記念奨学会は 102.17％の 613,000 円、
教育振興基金は 433.33％の 650,000 円集まりました。
ロータリー財団部門長の渡瀬登様始め、ロータリー財団委員長の木脇義紹様、米山記念奨学会委員長の小
久保健太様、教育振興基金委員長の成松政昭様、各委員の皆様のお陰でございます。全て目標を上回る事
が出来ました。有難うございました。
出席出来なかった 3 カ月の間、会長の時間を代わりに務めて頂いた東郷直前会長、歴代会長の濟陽様、渡
瀬様、福﨑様、木脇様、木場様、堀之内様、成松様、有難うございました。休んでしまっている間は「下森は
何も言わず、何をしているんだ」と不快に思われた方もいらっしゃったかと思います。間に立たれた中村幹事
は大変ご苦労をお掛け致しました。申し訳なかったです。有難うございました。皆様のご協力に深く感謝して
おります。
一年間の長丁場と思っておりましたが、過ぎ去ってしまえばあっという間でした。皆様にはなるべくご迷惑
をおかけしないようにと思っておりましたが、中村幹事を始め、各部門長、各委員長、会員の皆様、そして、
相談に乗って頂いておりました東郷直前会長、中村次年度会長、事務局の本山さん、飛松さんを始め会員の皆
様に大きく支えられながらの一年間になりました。有難うございました。
中村会長、河東幹事の次年度が、素晴らしい年度となります事を祈念致しまして、退任の挨拶とさせて頂き
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第６４代

中村太賀吉 幹事

2017～2018 年度の幹事をさせて頂いた中村です。
昨年 副幹事、本年度 幹事を経験しまして、ロータリーの
事が少し理解出来た様な気がします。特に地区関係とか、都
城クラブ以外での多くの事を知る事が出来ました。副幹事を
経験してからの幹事でしたので、さほど心配する事なくクラ
ブでの一年間が過ぎた様に思います。副幹事を経験する事が
いかに大切かという事も解りました。
入会２～３年の会員の皆さん！！なるべく早く副幹事・幹事を経験された方が、より早くロ
ータリーを理解できると確信します。ロータリーは青年会議所などの組織と違い、年齢制限（卒
業）がありません。「死ぬまでロータリー」でも可能です。そのかわりメンバーからは自分の事
を観察し続けられます。ここで自分を評価され続けながら、そして人間として成長するのでは
ないでしょうか？
「たかがロータリー」 → 「されどロータリー」 → 「やっぱりロータリー」
会員の皆様、転勤される方は仕方ないですが、退会だけはしないで、このすばらしい組織に力
を下さい。そして仲間を引き込みましょう。
本当にこの一年間 ありがとうございました。

