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会長 西田憲一  幹事 上原誠史都城ロータリークラブ

クラブモットー

第3222回
例会報告

疾病予防と治療月間 12月

会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

吉国委員長出席委員会報告 年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：53名

都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp メインホテル 前田尚子事務局 例会場 広報部門 クラブ会報委員会 長倉清一、垣内和美、江上博和 メディア関連・広告・宣伝委員 湯通堂恒、川越宏行

80.39％

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

学び　考動し
喜んで

奉仕しよう

本日も例会にご参加いただきましてありがとうございます。
さて本日は、クラブ健康チェックシートとして、皆様にアン
ケートを配布させていただいております。後ほど、須賀ＳＡ
Ａよりご説明があるかとは思いますが、アンケートにご協
力いただくことで、より良いクラブの活性化へ役立てたい
と思っておりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
　さて、今週の月曜日に姉妹クラブの台湾　豊原ロータリー
クラブより訃報のご連絡が届きましたので、ご報告させていただきます。そ
して、この機会に豊原ロータリークラブとの歴史についてもご説明をさせて
いただきたいと思います。この度　訃報の連絡がありましたのは、ニックネー
ムがウォーターパイプで知られている第１６代会長の林水潭(りんすいたん)
さんが、１２月５日にお亡くなりになられました。現在、都城市内の高木原
緑道公園内に寄贈されている狛犬像がございます。これに深く関わったお
方こそ、今回訃報の連絡がありました林水潭 ( りんすいたん ) さんになりま
す。ここ１，２年で入会された会員の皆さまにおいては、狛犬清掃の早朝
例会を経験されている方がいないと思いますので、その模様と都城ロータ
リークラブが創立３０周年の際に台湾へ寄贈した「あずまや」のチラシを皆
さんへ配布させていただいております。
　また記録によりますと、創立３０周年のときに豊原市内の中正公園の一部
に、「あずまや」を中心とする公園の整備と、両クラブの友好と世界平和を
願った「記念碑」を建立したとされているのがチラシの下側の写真となって
おります。その時の都城ロータリークラブの会長が佐藤孝歴代会長になら
れます。　　
　そして、５年後の創立３５周年のときに、「あずまや」と「記念碑」のお
返しとして何かを贈りたいということで、最終的にはチラシの中央にある「狛
犬像」が寄贈されることになりました。
　その電話があった方こそ、ウォーターパイプで知られている林水潭 ( りん
すいたん ) さんになります。この狛犬が寄贈されるまでの経緯において、
当時は大変苦労して輸入されたものと記録されておりまして、狛犬の材質で
ある白色の漢 ( かん ) 白 ( はく ) 玉石 ( ぎょくせき ) のものは、最高級品と
いわれております。そして、同様のものは北京図書館正面や天安門広場正
面の脚柱 ( きゃくちゅう ) など、当時でも８箇所にしかないと読売新聞と宮
崎日日新聞でも掲載されております。両クラブの友好の証としてご尽力いた
だきました林水潭 ( りんすいたん ) さんに遠い都城の地から心よりご冥福を
お祈り申し上げたいと思います。そして、ここ数年、狛犬清掃の早朝例会
が出来ていないこそ多くの会員の皆さんに両クラブの歴史を知っていただき
たいと思いお伝えさせていただきました。
それでは、本日のプログラムは年次総会となっております。もちろん来年
度の落合年度の役員理事を承認をいただく場がこの本日開催される年次総会
となっております。本日は他にも、クラブ細則のほうで地区からの指導もご
ざいまして、メークアップについても承認をいただきたいと思っております。
　最後になりますが、本例会をとおして、ロータリアンとしてさらなる学び
の場となり、アンケートによってクラブの活性化に繋がる場となることをご
期待申し上げまして挨拶とさせていただきます。
　どうぞ、本日も最後までよろしくお願い致します。

本日のプログラム／『年末家族会』
　　　親睦委員会担当

12/ 7　ジャパンカレント　　　島津　

12/ 3　　  1月定例理事会　     西田、上原、温水、渡瀬、宮川、濟陽、塩屋　　

山﨑、森山、前田、川畠、戸高

祝日週の為休会

川添、永友、二見、川原、下森、田中、湯通堂 7名

前回修正出席率　86.27％

幹事報告 上原幹事

□報告
□地区　他クラブ　他団体　報告

●井福 博文ガバナー事務所…
①都城地区事務所（ガバナー事務所）
年末休暇の連絡
2021年12月29日(水)～2022年１月４日(火)

□クラブ報告
●12/10（金） 　　年次総会       
●来週12/17（金）年末家族会  18:00  グランドパティオ都城
●12/15（水） 　３RC４RC４役会・８RC会長幹事会

中山荘 17:30～ 
該当者のみ参加 

12/21 （火） ※年末家族会の為
※年末家族会の為

都城北RC ロイヤル12:00～13:00
12/22 （水）都城西RC 中山荘12:00～13:00
12/28 （火） ※特別休会の為都城北RC ロイヤル12:00～13:00
12/29 （水） ※特別休会の為都城西RC 中山荘12:00～13:00

MU情報
クラブ名 日程 時間 会場 備考

会長の時間 西田会長

本日のプログラム／年次総会・会員卓話 会長幹事・プログラム担当

古嶋会員卓話

西谷会員卓話
２０２１年４月に会員にいれていただきました西谷と申します。
本日は、塩屋委員長よりご指示をいただきましたので、僭越ではございますが、お話しさせていただきます。
勤務先は朝日生命保険相互会社都城営業所で所長として勤務しております。渡瀬歴代会長より推薦いただき、
前任の福島さんも都城ロータリーに参加させていただいておりました。
　さて、会員卓話ということで、私の普段の仕事についてお話いたします。何卒拙い話でございますが、ご容赦
願います。
　まず、簡単に私の経歴についてお話しさせていただきます。
　Ｓ５０年１２月３０日に大阪十三にある淀川キリスト病院で産声をあげ、その後、豊中市に移転しました。中学は豊中第４中
学校・高校は池田高校という高校で、中学・高校とハンドボールをしておりました。中学の先輩にはココリコの田中さんと遠藤
さんがいらっしゃいます。高校の先輩では、サザエさんの波平役の声優をされていた永井一郎さんがいらっしゃいます。その後、
１年、駿台予備学校にお世話になり、京都にある同志社大学に入学しまして、何とか４年で卒業しました。大学では６年続けた
ハンドボールをやりたかったのですが、勤労学生であったため、バイトの時間とおりあわず、声をかけて頂いた柔道同好会だと
時間の調整ができたので、楽しく過ごしておりました。１年生の伝統で、四条河原町にある鴨川の下でパンツ１丁にて型の披露
をさせられた時には、外国人観光客より歓声をいただいておりました。また、鴨川の河畔にいるカップルたちが私たちを遠ざかっ
ていくのも、不思議で仕方ありませんでした。平成１１年に朝日生命に入社し、当初は、東京で研修後、横浜にて新契約・保全
関係業務に携わり、その後営業スタッフ、本社にて、販売促進業務に携わり、新宿・長野軽井沢（小諸）・茨城水戸・東北海道方面（釧
路・帯広・北見）、大阪八尾、そして宮崎都城にこの４月より着任しております。
　家族は妻と高校３年生息子・中学２年生の娘の４人家族ですが、茨城の水戸に残してきております。単身赴任６年目になります。
趣味は、登山にハマりまくっております。来年はジャンダルムに挑戦したいとおもっております。また、ギターと、最近免許をとっ
たバイクでしょうか。まだ、納車になっていませんが。
　さて、私の勤務先である朝日生命について少しお話しをいたします。朝日生命保険は、１８８８年３月（明治２１年）に創業
しました、日本で２番目に誕生した生命保険会社でございます。創業当時の名前は帝国生命でした。ちなみに１番目に誕生した
のは、現在の明治安田生命（旧　明治生命）さんになります。創業者は、海軍主計部出身者であり、３代目社長は資生堂創業者
の福原　有信氏になります。戦後、会社名を朝日生命と改名し、現在に至ります。現在では当たり前ではありますが、団体月払（給
与天引）制度や家庭用月払制度を導入したのは当社が初となります。また、都城営業所の紹介を簡単にいたします。支店は宮崎
にあり、県下８店の拠点のうちの一つになります。北は野尻・南は串間・西は霧島・東は日南と約１万人のお客様を４５名程のメンバー
でフォローさせていただいております。年齢層は、２０歳から７７歳まで、ほとんどの方が女性でありますが、男性の営業員も
少しおります。
　最後になりますが、生命保険の仕組みには、「相互扶助の精神」という理念があり、多数の方からいただく保険料をもとに、
万一やケガ・病気・介護などに遭われた方々を金銭面でサポートするというものです。「万人が一人のために」という精神は、ロー
タリーの精神である「奉仕の精神」に通じるものがあると思っております。
会員の皆さまとの出会いが今後の自分にとって、非常に成長になるとおもっております。
今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。黒木会員

９ヶ年

皆　勤　賞

次年度会長・幹事・委員長紹介

MU（メークアップ）状況

MU有会員

MU無会員(11/26)

MU要会員(12/3)

NTT西日本　宮崎支店都城営業所の古嶋と申します。NTTの企業紹介をいたします。

・第 1分類 (規制会社 )
東日本電信電話 (NTT東日本 )- 地域通信事業
西日本電信電話 (NTT西日本 )- 地域通信事業

◇NTT西日本株式会社 (富山、岐阜、静岡から西側のエリア )
( 東日本は新潟、長野、山梨、神奈川より東側 )

・売上高　　1兆 2,000
・営業利益　1,130 億
・従業員数　3,300 人 (2020 年 3月 31日現在 )

既に電話の会社ではない。今のメインはインターネット関連サービス、クラウド、データセンター事業。
更にNTT西日本は地域を ICTの力で元気に !!
NTT 宮崎支店での取組として林業ドローンを使った森林を撮影

・第 2分類 (競争会社 )
NTTコミュニケーションズ -長距離・国際通信事業
NTTドコモ -移動体通信事業
NTTデータ -データ通信事業



2021 年 １２月１０日（金）
会場：メインホテル５Ｆ

第３２２２回 SAA報告

＜ロータリー財団＞

温水　玲子 ＄200

森山芳太郎 ＄100

＜ニコニコBOX＞

古嶋会員、西谷会員、会員卓話をありがとうございました。西田　憲一 ￥1,000

上原　誠史 ￥1,000 古嶋さん、西谷さん、本日はありがとうございました。

上原　誠史 ￥1,000 落合次年度会長、森山次年度幹事及び次年度役員理事の皆様、次年度

もよろしくお願いします。

落合次年度 １年間よろしくお願いします。東郷　研哉 ￥1,000

落合　精三 ￥2,000 次年度 よろしくお願いします。

山﨑　忠芳 ￥1,000 吉国委員長、ガバナー公式訪問100％に続いて、その美しいお声の

100％完治おめでとうございます。

中村　壽秀 ￥1,000 ウォーターパイブ会員を偲んで。

黒木由美子 ￥1,000 皆勤賞をいただきました。ありがとうございます。

黒木会員 ９ヶ年皆勤おめでとうざいます。吉国　広子 ￥1,000


