
■ 例会場： 〒892-0844 鹿 児 島 市 山 之 口 町4-20　毎 月 第 1・3 火 曜 日 12:30～13:30　第4火曜日　19:00～19:30

■ 事務所： 〒892-0848 鹿 児 島 市 平 之 町 4-11　リ ン ダ ビ ス タ パ－トⅠ 205号
　　　　　　【TEL】 080-8399-1609 　　【FAX】 099-224-5166 　  【URL】　http://kagoshimajohsei-rc.jp/  　

■ 会　長：時村佳尚 　幹　事：内野勉　 公共イメージ委員長：桑鶴浩二
■ 国際ロータリー2022-2023年度RI会長 ジェニファー E. ジョーンズ　■ 第2730地区ガバナー 山ノ内文治（鹿児島RC)
■ 鹿児島市内Aグループ ガバナー補佐 上野欣一(鹿児島東RC) / Bグループガバナー補佐　宮内秀人(鹿児島北RC)

国際ロータリー

第2730地区

鹿児島城西ロータリークラブ
ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ　ＪＯHＳＥＩ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 1986.9.16創立

vol.37－20

【第1619回例会】 本日のプログラム

　　　　　　　　　新入会員卓話・研修プログラム

令和5年2月28日(火)　ホテルレクストン鹿児島　12：30～

地区スローガン　『 知力を高め　未来に繋げ　多様性あるロータリークラブの実現に 』

クラブテーマ
『ロータリーを語ろう！』

会長挨拶　時村佳尚

☰☰　出 席 委 員 会 報 告　☰☰

2月14日 第1618回
会 員 数  26（25）

出 席 数 16

出 席 率 64.00　％

Zoom
出席

なし

〈例会出席率〉

例会報告

第1618回
≪プログラム≫

山形中央ロータリークラブとの合同例会
ロータリーソング唱和
鹿児島城西RC

会長挨拶
会務報告
出席・親睦委員会報告
その他委員会報告

山形中央RC
会長挨拶
会務報告
出席・親睦委員会報告
その他委員会報告

イマジンロータリー

先日の25日(日曜日)に松元町体育館で新世代少年武道大会を3年振りに開催することができました。先月のな
ぎなた大会同様、朝から冷え込み、会場の体育館に着いた時の車の外気温計は3℃を示していました。
寒い中、会場前にはすでに多くの子供たちが集まっていました。この2年間は試合はおろか練習もなかなか出
来ない状況ではなかったのではないでしょうか。
　寒い中ではありましたが恒例の講話で始まりました。
鹿児島国際大学剣道部監督の小松信明先生の講話から。
剣道や武道を通じて嬉しかったり、悔しかったりと多くの事を経験
すると思います、その経験から皆さんは練習をしたり、他の人に話
を聞いてもらったりすると思います｡行動(剣道)をするその中で「気
付く力」や「考える力」が生まれます、との事でした。「感じて下
さい。(嬉しかったり、悔しかったり)そして行動して下さい」と言っ
ていました。そして相手に対する礼儀を忘れずにお互い学び合う事
が一番大事なことです。とも話されていました。
　また面白い話として「刀から生まれた言葉」の解説もあり「太刀
打ち出来ない」「一刀両断」「真剣に」「しのぎを削る」などまだ
まだ多くの言葉があり、なるほど、と思うところでした。
寒い中でも子供達が元気に試合をしている姿を見ていると少しずつ日
常を取り戻してきているように思えました。下級生が大きな上級生に
果敢に向かって行ったり、女の子が男の子相手に1本取ったりと白熱
した試合に時間を忘れる思いでした。
　最後に表彰式が終わり後片付けをしていると最優秀賞を取った男の
子と話す機会があり審判員全員一致で決まった事を伝えるとニコッと
笑って「メッチャ嬉しいです。ありがとうございます。」と言われ私
の方もメッチャ嬉しくなりました。久しぶりの大会で不安もありまし
たが多くの皆様に協力して頂き喜んでもらえた大会になったのではな
いでしょうか。
　最後に会場を見渡しますと多くの審判員の方々や大学生にお手伝い
を頂いております。ロータリーの奉仕活動の一環として20年近くも続
けてこれたことは長年に渡り皆様方の協力があっての事とあらためて
感謝しなければと思うところでした。
　尚、今回はKTS鹿児島テレビの取材がありました。放送は3月3日金
曜日15時50分〜16時45分にある「かごnewマルシェ」の中で60秒枠
にて放送があります。私のつたないインタビューもありますのでご期
待下さい。



　　市内クラブのプログラム　

クラブ名 月日 プログラム 例会場

鹿児島南 3月1日（水） みんなで語ろう会Ⅲ　（職業奉仕、青少年奉仕
について）

サンロイヤルホテル

鹿児島西 3月1日（水） ☆賀寿の宴　18:30〜ホテルレクストン鹿児島 山形屋

鹿児島西南 3月1日（水） フリートーキング ビエント

鹿児島東 3月2日（木） ☆早朝例会（平田公園清掃　6:30〜） サンデイズイン

鹿児島北 3月2日（木） ☆休会 アートホテル

鹿児島サザンウインド 3月2日（木） 米山奨学生卓話（王　家怡さん） ホテルレクストン鹿児島

鹿児島 3月3日（金） 外国人によるスピーチｺﾝﾃｽﾄ発表者卓話 山形屋

鹿児島大学アカデミー 3月3日（金） 会員卓話 鹿児島大学稲森記念館

鹿児島中央 3月6日（月） ゲスト卓話　ほぐしどころYOU代表　浦島　優
子様

山形屋

鹿児島令和 3月13日（月） クラブフォーラム（会員増強委員会） ホテルレクストン鹿児島

鹿児島東南 2月21日（火） 新入会員卓話 サンロイヤルホテル

（例会変更…☆記帳メーキャップ11:30～（東RCは12:30～）　★17:30～（令和RCは18:00～））

山形中央ロータリークラブ様か
ら頂きました。ありがとうござ
いました。

時村会長・内野幹事
本日は宜しくお願いいたします。
納利一君
職業奉仕。職業奉仕で、地球調和実現永
続を。医師の仕事は、人の健康づくり。
政治家の仕事は社会の健康づくり。
人の健康は、心と体と気の調和。人間の
健康は、社会の健康、自然の健康すなわ
ち地球の健康、宇宙の健康の中にある。
医師が自分の職業奉仕を自覚して、診療に
加えて、学校保健に尽力しながら、教師の
職業奉仕や政治家の職業奉仕を支援してい
けば、子どもたちの生涯が健康になり、
社会が健康になり、地球調和実現永続を
期待できるようになるのではなかろう
か。
「モットモット病ストップ。」で検索する
と、「モットモット病自覚して、健康
に。」、「哲学内科の哲学コー
ナー。」、「政治家への質問。」、「日
本社会の病気の原因と治療。」などがヒッ
トする。「職業奉仕。」で、「ロータ
リークラブの職業奉仕。」などがヒットす
る。
野田健太郎君
山形中央の皆さんようこそお越しくださ
いました。鹿児島を大いに楽しんでくだ
さい。
瀬川英憲君
山形中央クラブの皆さん、ようこそ鹿児
島へ。今夜は楽しくお過ごしください。
桑鶴浩二君
山形中央ロータリークラブの方よく鹿児
島にいらっしゃいました。今夜は薩摩の
夜を楽しんでください。
川井田哲君
山形中央RCの皆さまようこそ。今夜は久
し振りに一緒に楽しみましょう。
村田恵美子君・本田まゆみ君
山形中央RCの皆様、本日はようこそい
らっしゃいました。楽しい時間にしていき
ましょう。

22-23年度合計　141,000円

 

BOX 

本日合計　63,000　円

※3/14、21は
休会です。

次々回例会
令和5年3月28日 

（火）
19：00～
ベローゾ

夜間例会・会員卓話

次回例会
令和5年3月7日

（火）
12：30～
ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島

会員卓話

会務報告 ＊2/24までにご納入いただいた下期会費について、領収書を
お配りしております。本日欠席の方につきましては、次回例会
で配布、もしくは順次郵送することとします。

＊先週の土曜日に行われました新世代少年武道大会の模様がテレビ放映されま
す。【3/3（金）「かごnewマルシェ」（15：45～16：50）】です。
（回覧資料）
①RYLAのお知らせ　４月15日(土)～16日(日)　場所は大黒リゾートホテル
②頴娃・加世田・枕崎ロータリークラブ創立50年合同記念式典の案内
③「女性会員の集い」「女性会員の集い」ではありますが、男性会員並びに奥
様方の参加も歓迎いたしますとのことです。

夜間例会報告1

ご挨拶
山形中央ロータリークラブ

30周年実行委員長　板垣　喜代志
　
山形市内6番目のクラブとして誕生してから、30年目の節目として、30周年を迎えるにあたっ
て、鹿児島城西ロータリークラブの皆様に、我がクラブ石山会長を先頭に20名近いメン
バーによるキャラバンを組み、季節良き5月の山形に来形のお願いに参りました。
この度、実行委員長を拝命致しました板垣喜代志と申しますが、残念ながら、今回の鹿児
島への訪問が叶わず、大変申し訳ございません。
山形の熱意をご理解いただき、5月20日の30周年記念式典へご参加を何卒お願い申し上
げます。

2023.2.14



夜間例会報告2

石山　徳昭会長ご挨拶 時村佳尚会長　挨拶 小園弘巳会員　乾杯の音頭

会員名簿の交換 長橋正人３０周年副実行委員長

玉ノ井憲史　会長エレクト
　　高橋　恭治幹事エレクト
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