
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

10月 13日第 2456回 

 

会長挨拶       

会長 飯野 和男 

本日は 2730地区・風呂井敬ガバナー、北山勉地区

幹事をお迎えしてのガバナー公式訪問例会です。 

 ガバナーには私共クラブのため、昨年のコロナウ

ィルス感染拡大にともない御多忙の中時間を割いて

ご訪問下さりありがとうございます。 

 東南ロータリークラブは 90 才台 1 名、30 才台 2

名、平均 62.3才の会員数 22名の少人数クラブです。 

青少年育成(小学生を対象としたジオパーク研修会を 

 

 

鹿児島市と共催)、献血運動(日赤と共催)、アクトの

支援等を行っています。来週、志學館大学の模擬面

接会を予定しておりましたが、感染者が出たため予

定は未定です。大学の方では開催を望んでおられま

すが検討中です。 

 通常行われるガバナー公式訪問と違ってガバナー

アドレスのみとなりましたが、風呂井ガバナーよろ

しくお願い致します。 

週 報 ロータリーは機会の扉を開く 

2020~2021 年度 RI 会長 ホルガー・クナーク 

(Herzogtum Lauenburg-Mölln ロータリークラブ＜独国＞) 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 飯野 和男 幹事 東 則秋 副会長 居川 亮 

（例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

サンロイヤルホテル  Tel 099－253－2020 

 （事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

 サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2457回   №12 

2020年 10月 27日（火） 

 

本日のプログラム 二火会 

RI第 2730地区ガバナー   風呂井敬（鹿屋西 RC） 

鹿児島県市内ガバナー補佐  Bグループ野井倉洋豪（鹿児島東南 RC） 

                   Aグループ上川咲男（鹿児島南 RC） 

mailto:info@tounanrc.jp
mailto:tounanrc@alto.ocn.ne.jp


ゲスト・ビジター紹介  

風呂井 敬(ふろい たかし)ガバナー 

北山 勉(きたやま つとむ)地区幹事 

 

会務報告 

●台湾で行われる国際大会の申込について回覧を回

しておりますのでご記載下さい。 

●来週の例会につきまして、志學館大学模擬面接会

の21日開催が中止となりましたので休会と致します。

志學館大学模擬面接会の開催につきましては決まり

次第ご連絡致します。 

●11 月 15 日開催予定でした青少年交換派遣学生帰

国報告会につきまして、コロナウィルス感染症が収

束に至っていないため開催中止となりました。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆飯野和男君－風呂井ガバナー、北山地区幹事、本

日は東南 RCにお越しいただき有難う御座います。

よろしく御指導下さい。 

☆東則秋君－風呂井ガバナー、北山地区幹事、東南

RC にお越しいただき有難う御座います。 

☆渡海谷宗宜君－本日はガバナー公式訪問よろしく

お願い致します。先日は誕生日祝いを頂きありがと

うございました。 

☆宮下信二君－バースデー祝いありがとうございま

した。 

☆井料長敏君－風呂井ガバナー公式訪問を歓迎致し

ます。よろしく御指導下さい。 

☆居川亮君－風呂井ガバナー、北山地区幹事、本日

はお越しいただきありがとうございます。よろしく

お願い致します。 

☆上田平重樹君－風呂井ガバナー、北山地区幹事、

ご訪問ありがとうございます。 

☆中馬敏之君－本日は鹿児島東南 RCにようこそお

越しくださいました。ガバナー公式訪問よろしくお

願い致します。 

☆上原勝君－風呂井ガバナー、北山地区幹事のご訪

問ありがとうございます。宜しくお願い致します。 

☆平塚五郎君－－風呂井ガバナー、北山地区幹事、

クラブ訪問歓迎致します。一年間よろしくお願い致

します。 

 

 本日計 20,000円 累計 108,000円 

 

RAスマイル報告  

今回はございません。 

 本日計    0円 累計  5,000円 

 

本日のプログラム ガバナー公式訪問 

風呂井 敬ガバナー 

2020-21年度 クナーク RI会長 講演要旨 

ロータリーは入会するというだけでなく、無限の機会へ

の招待です。ロータリアンの活動が、どこかで、誰かのた

めになる機会の扉を開いています。生涯続く友情を築く

機会を与えてくれる。リーダーシップを発揮する機会。奉

仕のアイデアを実行に移すために世界を旅する機会。 

未来のための変革：昔は良かったと嘆くロータリアンも

いるが、それでもロータリーは変わらなければならない。

会員の維持に力を入れ、クラブにふさわしい会員を募る

必要があります。女性がリーダー職に就く機会を増やす。

例会の形態も考える。若者は、今の形態が最良とは思っ

ていない。環境問題に力を入れるべき。重点分野、１つ

増える？ローターアクターに活躍の機会を増やし、若い

職業人に、ロータリーの扉を開きましょう。 

・中核的価値観・5項目 

ロータリーの中核的価値観(コアバリュー)はご存じのよう

に、次の５つです。親睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダー

シップ、中核的価値観「コアバリュー」は、これからも変わ

ることのないものです。クナーク会長は、ドイツでは、ロー

タリーは価値を共有し、高潔な心を持つ人のコミュニティ

であるとおっしゃいました。 

・ロータリーのビジョン声明 

2017 年 7 月の RI 理事会で、ロータリーのビジョン声

明が採択されました。クナーク会長はおっしゃっていまし

た。ロータリーを楽しむための一番の方法は、協議会や

国際大会のような大勢の会議であれ、奉仕プロジェクト

や例会であれ、皆が集まることです。集まれば、より活動

的になることができます。ロータリーのビジョン声明の最

会員数 22名 前々回出席者 12名 

出席免除 0名 メークアップ 0名 

出席会員 16名 出席訂正率 57.1％ 

出席率 72.7%   



初の言葉が(Together)であることも、驚くべきことではあ

りません。私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自

身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が

手を取り合って、行動する世界を目指しています。ビジョ

ン声明は、ロータリーの新しい行動計画の土台を成すも

のです。 

また、ビジョンを達成するため、今後5年間の活動を方

向づける 四つの優先事項が定められました。 

・より大きなインパクトをもたらす 

力を集結すれば、より大きなことができます。奉仕活動の

絞り込みも 1 つの手段ではないでしょうか？ ロータリー

がポリオとの戦いに勝利すれば、大きなインパクトになり

ます。 

・参加者の基盤を広げる：今までロータリーに興味がなか

った人たちにも働きかけてみましょう。地域社会の組織、

団体ともパートナシップを組むことも一つの方法です。 

・参加者の積極的な関わりを促す：共に行動し、奉仕す

ることにより、人間関係を広げ、満足のいく経験を得られ

る機会を、参加者に提供しなければなりません。 

・適応力を高める：急速に変化する世の中に追いつき、

ロータリーを進化させるためには、適応力が大切です。 

クラブ運営などは、柔軟で合理的な方法を検討しましょ

う。 

また、ロータリーの活動分野をあらわすものとして、6

重点分野があります。 平和の推進、水と衛生、母子の健

康、教育の支援、地域経済の発展、疾病(しっぺい)との

闘い私たちの年度には、環境問題が新しく加わることが、

検討されています。 以上が、RI会長テーマと RIの活動

方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

『2020-21年度地区スローガン』 

  さて、2020-21 年度 RI 第 2730 地区スローガンは、

「不易流行・ロータリーの基本を堅持し、変化に適応する

クラブを」といたしました。 

今日の世界は、1905 年の世界と同じではありません。

人口動態が変わり、変化のスピードが加速し、テクノロジ

ーによってネットワークと奉仕のための新たな機会が生

み出されています。不変なのは、ロータリーを定義づける

価値観、すなわち「親睦」「高潔性」「多様性」「奉仕」「リ

ーダーシップ」に対するニーズです。過去を敬い、未来

を見据えながら、私たちは進化を遂げ、ロータリーを時代

に即した組織とするだけでなく、繁栄させることができま

す。 

ポール・ハリスの言葉から、世界は絶えず変化してい

ます。そして私たちは世界とともに変化する心構えがな

ければなりません。ロータリー物語は何度も書き替えられ

なければならないでしょう。(This Rotarian Ageから) 

ロータリーがその適正な運命を理解するとしたら、ロー

タリーは必ず進歩しなければなりません。時には革命が

起こる必要があります。(1930 年開催シカゴＲＩ国際大会

でのメッセージから) 

また、ローターアクトクラブ大改革を含め、これまで日

本のロータリアンは、目まぐるしく変わるRIの姿勢に困惑

する場面が少なくありません。もちろん、青少年保護など、

理解できるものもあります。しかし、職業分類、例会開催

回数、メイキャップの猶予期間など、その時々で少なから

ず違和感をおぼえたのは私だけではないと思います。そ

んな時に必要なことは何だろうと考えた時、蕉風俳諧の

いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、

新しく変化を重ねているものを取り入れていく。 このよう

な背景から 「不易流行・ロータリーの基本を堅持し、変

化に適応するクラブを」を地区スローガンといたしました。 

 ロータリーの基本とは、ロータリーの目的、四つのテスト

中核的価値観（コアバリュー）であり、このことを堅持し、

多様性、柔軟性、革新性という変化にきちんと適応する

クラブ作りを意味しております。 

１．ＲＩ会長テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の推進 

２．ＲＩ強調事項の推進 

３．RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ 

４．新しい RI戦略計画の推進  

５．会員増強・会員維持・クラブ拡大  

６．新世代(青少年)育成の推進  

７．奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付

等の推進  

８．米山奨学会への寄付推進  

９．ポリオ根絶への協力  

１０．公共イメージ向上にむけて  

１１．研修の充実  



１２．ロータリーデーへの参加  

１３．友好クラブ、姉妹クラブの締結推進  

１４．台北国際大会、地区大会、地区の各種セミナー、各

クラブ周年行事等への積極的参加  

１５．地区財団活動資金の活用による地区補助金、グロ

ーバル補助金の充実  

１６．クラブビジョンの策定の推進  

１７．定款・細則の見直し  

１８．地区の効率化、会計の透明性、運営の合理化  

【地区ビジョン】 

 2730 地区はロータリーの基本理念を理解して、これを

達成するために地区内ロータリークラブがロータリーの変

化を受け入れ、ロータリーの未来を導く魅力ある楽しく元

気なクラブづくりを支援する。 

【地区行動計画】 

・より大きなインパクトをもたらす 

クラブ戦略計画の立案と実行を推奨する、・ポリオ根絶活

動においてロータリーとロータリアンが果たしている役割

を広く伝える、地区財団活動資金(DDF)を十分に活用

することで、地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラ

ス、ロータリー平和センターの資金とし、地域社会および

海外でのプロジェクトを増やす、ロータリー財団とポリオ

根絶のための寄付をふやす、ロータリーへの認識を高め、

「世界を変える行動人」キャンペーンを促進する 

・参加者の基盤を広げる 

既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進することで、ク

ラブ員の増加を図る、新しいクラブを結成する、女性会

員や40歳未満の会員の入会、またローターアクターのロ

ータリークラブへの入会を促し、会員増加を図る、インタ

ーアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員間および

ほかのロータリー活動の参加者間の積極的参加・協力を

強化する、「世界を変える行動人」キャンペーンを支援 

【地区行動計画】 

・参加者の積極的なかかわりを促す 

クラブリーダー育成のため、ＲＬＩ研修への参加を奨励す

る、メディアとの関係を強化し、ロータリーとその活動を広

報する、地区ホームページを充実させ、地区並びに各ク

ラブの活動を広報する 

・適応力を高める 

Ｍｙ Rotaryへの登録を奨励し、ロータリー情報の取得、

ロータリークラブセントラルの活用を推奨する、地区委員

会組織･委員構成の見直しにより、地区運営の最適化を

はかる、ガバナー月信の電子化等により地区資金の軽

減に取り組む、地区事務所の一元化により地区運営の

効率化をはかる 

『クラブ戦略計画』 

例） 川口モーニング RCの戦略計画 

ビジョン：私たちは、土曜の朝に集い、５つの奉仕活動に

ついて話し合いそれを実行に移し、世界や地域社会の

人々から喜ばれる奉仕組織であり続ける。 

戦略計画：1.会員増強・維持に尽力し、効果的なクラブ

になる。2.クラブ継続事業を励行する。3.国際奉仕事業

を模索し、その方向性を定める。4.地域社会のニーズを

把握し、汲み上げる。 

戦略計画立案ガイド 第１段階～第 4段階 

◎クラブの現状はどうか？クラブの長所と短所を把握す

る、会員の満足度とニーズを調べる。 

◎どのようなクラブになりたいのか？実現したい特徴を幾

つか挙げる、会員の想いを汲んだビジョンを考える。 

◎ビジョンを実現させるためには？優先項目を定める、

測定可能な目標を立てる。 

◎目標への進み具合はどうか？年次目標に向けた進捗

を確認する、進捗の状況により行動計画を見直す。 

大変厳しい状況が続いていますがコロナウイルスが早期

に終息し本年度が素晴らしい年度になります様、皆さん

と共に頑張りましょう 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

11/3 

祝日休会 

11/10 

夜間例会 

11/17 

祝日の為休会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

10/28 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  ゲスト卓話 

鹿児島西 山形屋 ガバナー補佐訪問 

鹿児島西南 ゆうづき クラブフォーラム 

10/29

（木） 

 

鹿児島東 サンデイズイン 休会 

鹿児島北 アートホテル ガバナー公式訪問 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI 休会 

10/30 

（金） 

 

鹿児島 山形屋 会員卓話 

鹿児島大学

アカデミー 鹿児島大学 休会 

11/2 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 国際奉仕フォーラム 

鹿児島

令和 鹿児島東急 REI 休会 

11/3 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急 REI 祝日休会 


