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□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちは。 

本日、入会された大吉利紀さんは、親睦活動委員

会に所属していただきます。又、アドバイザーとし

て鳥集ＳＡＡを指名しております。宜しくお願い致

します。 

  今日は５月２５日に行われました新世代会議に

参加された西高校のインターアクト生が、出席して

います。そこでＩＡ生へ、わたしが高校時代に読ん

だサン・テグジュペリの本の話をします。サン・テ

グジュペリの書いた「星の王子さま」は読んだ方も

多いでしょう。  

有名な一節に「大切なものは、目には見えない」

というのがあります。高校時代に読んで、印象に残

った言葉です。確かに、空気などは人間にとって最

も大切なものであるのに、目に見えません。心や気

持ちも確かに存在するのに目に見えないものです

が、目に見えるもの以上に、大事な場合があります。

  また「経験は僕らに教えてくれる。愛するという

ことは、お互いに顔を見あうことではなくて、一緒

に同じ方向を見ることだ。」これもサン・テグジュ

ペリの有名な言葉です。 お互いをずっと見つめ合

っていたら、欠点などが目についてしまいます。同

じ目的や目標を持って励まし合いながら、進むこと

が大切と言っています。 
サン・テグジュペリの書いた本で「人間の土地」

というのがあります。この本の中にも心にズシリと

響く大事な言葉がたくさんあります。 

 まず「人間であるとは／すなわち、責任を持つと

いうことである。」 

  皆さんは「責任」という言葉が、まだ分からない

ないかも知れませんが、我々のような年になるとこ

の「責任」という言葉は、実感として分かります。

夫や妻としての責任、親としての責任、仕事やいろ

いろな立場での責任、等々があります。責任感が人間

を作ったり、大きくしたりします。一方では責任を取

って辞めたり、自殺したりする場合もあります。それ

程「責任」ということは大切です。 
 次に「人間であるとは／自分に関係がないように思

われる悲惨さを／目の前にして恥を感じることであ

る。」 

   世界中の不幸な人達に思いを馳せると、恵まれた

環境にいる自分が申し訳ない、恥ずかしい、これが人

間として素晴らしい感情です。そしてそこから奉仕や

ボランティアの行動が出て来ます。ＩＡ生の皆さん

が、ルアンダに靴や文房具を送ったり、昨年の中越地

震の時に義援金の募金活動をされた事などは大変素

晴らしい活動です。 

  次に「人間であるとは／仲間が勝ち得た勝利を/誇

りに思うことである｡｣ 

  友人や知人の幸福や成功を自分の事のように、心か

ら喜べることは素晴らしいことです。しかし実際はや

やもすると嫉妬の感情が出て来て、素直に他人の成功

を喜べないことがあります。「人の不幸は蜜の味」な

んていう嫌な人間の側面を見るときもあります。とも

かく他人の幸福を喜べることは、人間の素晴らしい

「徳」であります。 

  次に「人間であるとは／手にした石を据えることで

／自分が世界の構築に携わっていると／感じること

である。」 

自分のしていることが、人の役にたっている、人の

為に生きている、という実感を持ちながら生きている

ことが大切とサン・テグジュペリは言っています。 

 例えば石を運んでいる人が単に石を運んでいるだ

けの意識であるか、人の為に建物を作っているとの意

識であるかは、生き甲斐や働き甲斐が大きく違うこと

でしょう。 
  以上のようにサン・テグジュペリの言葉は、人間の

本質を表現したものが多くありますので、ぜひ作品を

読んでみてください。 

  これからも、良い言葉、励まされる言葉にたくさん

触れて、有意義な高校生活を過ごしてください。自分

を奮い立たせる良い言葉、元気が出て励まされる言葉

をたくさん持って生きる人が幸せです。 

会長の時間でした。
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□幹事報告          小俵  武 
○ 佐土原ＲＣ……６月プログラム予定表 
○ 高鍋ＲＣ………６月プログラム予定表 
○ 都城北ＲＣ……新世代会議お礼状 
○ 泉ヶ丘定時制…教育振興会総会のご案内  

6/19（木）18:30-中山荘 
○ 鹿屋ＲＣ………第４４回ＩＡ年次大会ご案内 
   8/2（土）8/3（日）国立大隅青少年自然の家 
□クラブ報告事項 
＊大保 麗香リサイタルちらし  

 （ロータリー財団国際親善奨学生） 
＊ ６月で決算になります。 

会費の納入は第２週目までにお願いいたします。 
＊ ﾐﾔﾝﾏｰ．中国四川省に対する義援金を 

お願いいたします。 
＊本日 18:30-中山荘  クラブ協議会です。 

      ☆公式訪問書ご持参下さい。 

□出席報告 

会員数     ５８名 

出免数      ２名 

出席数    ４０＋２名 

出席率 72.41％ 

前々回修正出席率 5/21 89.28％ 

前回修正出席率 5/28 85.45％ 

 
届出有 岩下   四季 外山 吉田努 

川元 河村 山下 鬼束  

中村七  今井 園田 鎌田継 

脇丸 中村静 木佐貫 前野 

ＭＵ有会員 

5/30    都城 

5/28    理事会 

 

 

6/１   地区協議会 

 

 

 

6/3     北 

 

山浦 

小田 小俵 棈松 中村七 

吉原 三坂 大峯 平川  

鳥集 吉元  

中村七 吉原 久保 井福  

大峯 鳥集 鎌田博 長友  

串間 吉田努 福本 外山  

脇丸 三坂  

今井 上田 山下  

ＭＵ無会員 

5/21 

 

中山 岩下 鮫島 鬼束 

園田 中村静 

要ＭＵ会員 

5/28 

 

岡崎 鎌田継 園田 串間  

盛田 前野 中村静 木佐貫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              大吉 利紀氏 

  日本生命保険相互会社 都城営業部長 

Ｈ40.1.10 生 Ｏ型 趣味 スポーツ 

 

 
 
□ＳＡＡ           鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
小田 賢一…大吉さんの入会おめでとうございます 

ＩＡＣ生のご出席ありがとうございました 
岡崎  誠…弊社の新しい事業として高速道路都城北イ

ンターバス停下り口前に有料駐車場「コイ

ンパークぼんち君」を今月１２日グランド

オープン致します。収容台数５０台です。 
皆様のご利用を！ 

山浦 栄巳…大吉さん入会おめでとうございます。一緒

に遊びましょう。インターアクトの皆さん

今後ともよろしく 
◎ ロータリー財団 
吉原 信幸…遅くなって申し訳ございません 
◎ 教育振興基金 
徳重 幸男…次年度の教育振興基金委員長です。次年度

も教育振興基金をよろしくお願い致しま

す。追伸、次年度からは徳重と言わないで、

教育振興基金委員長と呼んでください。 
 6／4 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 4,000 367,887
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,327 120,232
ﾛｰﾀﾘｰ財団 10,200 438,600
米山奨学 0 443,000 
教育振興基金 10,000 287,000

＊竹と風の学校  104,177 
◎ 今後のプログラム 
６／１８→６／２０  お別れ宿泊例会 夜間 
６／２５  会長・幹事退任挨拶 

雑誌会報委員会 
鮫島 孝慶  馬渡 秀光 外山 俊明  藤岡 成学 
盛田 祐一  前野 益孝  ロータリー事務局 制作 

インターネット委員会 
福永 直人  馬渡 秀光  今井 幸夫   藤岡 成学 

 



 
□本日のプログラム 
   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ※ 新世代  平川靖三委員長の報告もありました  
 

都城西高校   ＩＡＣ顧問     田中 秀一先生 
３年…鵜木あかね 吉川絵梨奈 野崎伶奈 和田理帆子 藤田 未来 佐土原彩佳 

２年…矢野 美咲 橋口 佳代 
１年…矢野 美咲 大田原愛里 古賀正子   敬称略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

          平成２０年５月２５日（日） 都城ロイヤルホテルにて 

              ９：４０～１２：４０ 

 
    テーマ    

 
都城商業 ２名   都城聖ドミニコ学園 １１名  都城西高 ２２名 

都城ＲＡＣ ４名  都城ＲＣ ４名  都城北ＲＣ  １０名 

都城西ＲＣ ４名  都城中央ＲＣ ３名     計 ６１名参加 

 
       講師  吉國 浩二  氏 

青年海外協力隊ボリビア等参加 



 

 

 

 

    期 日 平成２０年６月１日（日） 
場 所 加治木町文化会館  

        加治木女子高等学校 
        参加人員 約９００名 
 
 

地 区 運 営 方 針          ガバナー・エレクト 安満良明 

【基本方針】 

李 東建 RI 会長エレクトは、「夢をかたちに」と RI テーマを発表され、世界には毎日 3 万人の 5 歳以下の

子供たちが、避けられずはずの原因で命を落としている。その子供たちは夢を見ることもできなかった。そ

の子供たちを救えるのは、RI の今までの強調事項である、水、識字率向上、保健と飢餓救済の奉仕プロジェ

クトが最適である。ロータリーがこの奉仕を推進することで、世界中の子供たちが「夢をかたちに」してい

くことができるのです。と言われました。このプロジェクトは開発途上国の問題だけではありません。今、

日本でも地域でも、子供たちには学校の登下校の安全の問題、食の安全、不登校いじめなど、たくさんの問

題を抱えています。これらの問題のために夢を奪われた子供たちは、私たちの周りにはいないでしょうか。

私たちは地区または地域でそれらの問題に目を向けて、手を差しのべていきましょう。そして、われわれロ

ータリアンの奉仕の理想の夢をかたちにしましょう。そして、クラブ会長の仕事は、クラブが懸命な形で奉

仕活動に集中できるように導き、やる気を起こさせ励ますことです。 

【強調事項】 

1, クラブの活性化 

  2007 年の規定審議会で採択されたクラブの定款を基に、クラブの細則を作りましょう。委員会構成の

書き換えだけでなく、クラブの現状と未来をしっかり話し合い、四大奉仕を踏まえて、夢のある細則にしま

しょう。また、奉仕活動の広報は、ロータリーのイメージの拡大により会員の誇りを高め、増強にもつなが

ります。 

2、クラブ奉仕 

  会員の増強は永遠のテーマです、純増 1 名以上を目標にしましょう。それと共に、入会 3 年未満の新

会員の会員維持に気をつけましょう。情報委員会は、新会員に情報伝達のための担当委員をつけてください。

また、ロータリークラブの基本は例会です。楽しく有意義な例会を開催しましょう。 

3、職業奉仕 

  ロータリーの金看板といわれ、国際協議会でも久しぶりにテーマにあがりました。互いの職業を尊重し、

責任と誇りを持ち、よって奉仕しましょう。生徒や学生は生の声を待っています。例会で互いに学び、出て

奉仕しましょう。 

4、社会奉仕 

  ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を

適用することである。(決議 92-286)とあります。すなわち、ロータリアンの全ての言行が社会奉仕そのも

ので、超我の奉仕を実証する機会です。地域はもちろん、世界にも目を向けてください。特に青少年に目を

向けてください。インターアクト、ローターアクト、ライラはもちろんのことです。 

5、国際奉仕 

  社会奉仕の延長が国際奉仕です。世界 120 以上の国と地域に広がる国際ロータリーの看板です。様々

なプログラムがあり、クラブまたは地区レベルで参加してください。姉妹クラブなどを通じてクラブで計画

することもできます。 

6、ロータリー財団 

  国際奉仕を支えるのがこの財団です。寄付の方法、使途の方法を良く理解してください。ひとり 

年 100 ドルとゲイツ財団 1 億ドル寄付とロータリー財団同額ポリオの寄付がひとり 3000 円を 3 年間が

目標です。 

7、米山記念奨学会 

  日本のロータリーの創始者、米山梅吉さんを記念して東京クラブから始まり、全国へ広がりました。日

本の大学で学ぶ留学生への奨学金です。普通寄付、特別寄付合わせて、ひとり 10.000 円以上が目標です。 

8、大会への参加奨励 

 11月15日・16日の地区大会並びに2009年イギリスバーミンガム国際大会に参加を奨励いたします。 
  


