
  

 

 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  
 

7 月 28 日第 2448 回 
 

会長挨拶       
会長 飯野 和男 

本日、通常より 2 週間遅れの梅雨明けとなるよう

ですが、昨日も雨が降り各地で災害が起きてしまい

ました。最近の梅雨は豪雨を伴い激しいものですが、

鹿屋、奄美への被害お見舞い申し上げます。 
コロナも一向に終息を見せず鹿児島、与論島でク

ラスターが出現し、あたかもクルーズ船の様を呈し

ていました。歯科での対応は、お配りした資料の通

り細菌をいかに少なくするか、エアゾール発生を防

ぐために歯牙の切削を極力避けている状態です。口

腔内には清潔な人で 100 億、清掃の悪い口腔には

1000 憶、病気や清掃のできない場合は 1 兆程度の細

菌がみられます。歯科の二大疾患は虫歯と歯周病で

す。歯科医、歯科衛生士はゴーグル、マスク、グロ

ーブはもちろん、フェイスシールドも必要もなりま

した。皆様には歯ブラシの使用を徹底してもらいた

いと思っています。細菌は夜お休みの時に唾液が少

なくなると増えてしまいます。お休前に歯磨きをお

願いします。三度三度歯磨きをされると思いますが、

食後 20～30 分経ってから磨いて下さい。その間は水、

お茶でうがいをしてその後、毛先の柔らかい歯ブラ

シで磨いてください。 
 

ゲスト・ビジター紹介  
2730 ジャパンカレント RC 廣田みきさん 
 
会務報告 
●８月１１日（火）の例会は休会となっています。 
 
出席報告 

 
スマイル報告  
☆飯野和男君－萩原さん、長い間有難うございまし

た。小さなクラブで充分なことができませんでした

が、気配りに感謝します。 

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 3 名 
出席会員 14 名 出席訂正率 68.2％ 
出席率 63.6%   

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/ 

第 2449 回   №4 
2020 年 8 月 4 日（火） 
 

本日のプログラム 会員増強フォーラム 

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） 
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http://www.tounanrc.jp/


 本日計 3000 円 累計 36,000 円 
RA スマイル報告  
今回はございません。 

 本日計    0 円 累計  0 円 
 
決算報告 
 19-20 年度決算が承認されました。 
 

本日のプログラム  
委員会活動計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局萩原さん最終日でした。 
7 年間ありがとうございました。 
 **************************************** 
理事会報告 2020 年 7 月 28 日 12 時～ 
於：サンロイヤルホテル 
出席者：飯野 東 上原 別府 田中 田代 瀬戸口  
末吉 中馬（敬称略） 
1 プログラムについて 
8/4 会員増強フォーラム 
8/11 休会 
8/18 夜間例会 検討中 
8/25 卓話 青少年交換留学生 上田平歩樹君 

理事会 12 時～ 
9/1 卓話米山奨学生 ニュンさん 
9/8 志學館大学模擬面接会準備 
9/15 観月夜間家族例会 18 時 30 分～ 
理事会 18 時～ 
9/22 祝日休会 
9/29 第 5 週目のため休会 
2 2019-20 年度決算について 承認 
3 ローターアクト細則について 承認 
4 法案提出について 当クラブからは提出しません。 
5 地区補助金事業(カルデラツアー)について 
  8 月いっぱい実施するか検討します。 
6 その他 
① 事務局インターネット回線を ADSL から光へ変更。

費用 30,000 弱かかる予定でスマイルから支出しま

す。 
② 10 月 13 日ガバナー公式訪問の際のクラブフォーラ

ムはコロナ感染対策のため中止となりました。会長幹

事懇談会と例会は開催します。クラブフォーラム原稿

を事前に会員３名から提出が必要です。 
瀬戸口会員、田代会員、居川会員より提出して頂き

ます。 
③ 地区年次大会が 11 月 13 日(金)～15 日(日)から 

21 年 5 月 14 日(金)～16 日(日)に変更となりました。 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

8/11 

休会 

8/18 

二火会 18：30～ 

8/25 

卓話 青少年交換留学生 

上田平歩樹君 

12 時～理事会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

8/5 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  クラブ協議会 

鹿児島西 県民交流ｾﾝﾀｰ クラブ協議会 

鹿児島西南 ゆうづき 休会 

8/6

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 休会 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ クラブフォーラム 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI 休会 

8/7 

（金） 

 

鹿児島 山形屋 休会 

鹿児島大学

アカデミー 鹿児島大学 休会 

8/10 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 休会 

8/11 

（火） 

鹿児島

令和 鹿児島東急 REI 会員卓話 

鹿児島城西  鹿児島東急 REI 休会 

親睦委員会 
別府会員 

戦略計画委員会 
野井倉会員 

ロータリー研修・情報委員会 
末吉会員 

出席委員会 
田代会員 


