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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）

鹿児島東南ロータリークラブ

第 2463 回

2020 年 12 月 15 日（火）

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

№18

本日のプログラム
新入会員卓話

Tel 099－253－2020

鳥丸会員

（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/

12 月 8 日第 2462 回
会長挨拶
会長

飯野 和男

朝晩めっきり冬らしく寒さが強まってまいりまし
たが、北海道・東北・新潟方面と比べればさしたる

たいと望んでいますが、権利のことでまだ正式には
希望されず、クラブでの対応にゆだねられています。

厳しさではありません。
徳之島でコロナ感染者が増え指宿でも拡がりを見
せていますが、皆様方も十分に対策をお願いします。

ゲスト・ビジター紹介

今回はいらっしゃいません。

さて、来週は卓話で鳥丸さんのお話をお聴きしま
す。その次はクリスマス家族例会を予定しておりま

会務報告

す。オークションを開く予定ですが、GoToEat の券

●12 月 22 日のクリスマス家族例会でオークション

購入もありますのでいかが致しましょうか。御賛同

が開催されますので、商品を次の例会に持参をお願

いたただける方はアクトの資金に致しますのでよろ

いします。また、出品されない方は例年通り 2000 円

しくお願いいたします。

のスマイルをお願いします。

新型コロナウィルスの影響で例会も他のクラブよ

●GoToEat チケットですが本日より購入できます。

り多く開催されておりますが、計画通り運営してい
●12 月 15 日に RAC の勉強会及び懇親会が開催され
E-Mail tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/
るところですが、１月はこの会場での本会のみの例

ます。出欠表を回しておりますので記入をお願いし

会は 1 月 19 日第 3 火曜日を予定しております。よろ

ます。

しくお願いいたします。

●2022-23 年度ガバナーが鹿児島 RC の山之内文治

このような状況なので、会員増強もままなりませ
ん。地区はアクトのロータリアンへの参加を増強し

会員に決定しました

出席報告

いたします。次年度も桜島・錦江湾火山の恵みバスツア
22 名

前々回出席者

出席免除

1名

メーキャップ

7名

出席会員

14 名

出席訂正率

100％

会員数

14 名

方々よろしくお願いいたします。
11 月 25 日には第 49 回ロータリー研究会が Zoom で
行われ先週報告記載させて頂きました。

66.7%

出席率

ーが企画されているようです。次期社会奉仕委員会の

申し遅れましたが、10 月 18 日には地区奉仕委員会研
修会が都城メインホテルにて対面で開催され出席致しま

スマイル報告

した。当クラブに設置されていない RCC についての説明

今回はございません。
本日計

もありました。出席の取扱いについてもコロナによる出席
0 円 累計

122,860 円

により出席率が向上しております。
********************************************

RA スマイル報告

ローターアクト活動報告

今回はございません。
本日計

免除等の話もあり、当クラブでも谷山地区会員の御尽力

0 円 累計

5,000 円

12 月 6 日国分シビックセンターにて地区ローターアクト
連絡協議会が行われました。

本日のプログラム 会長・幹事上半期を終えて
７月７日私共の年度が始まろうとしていた時クラスター
が発生し急遽例会中止となり、今年度の多難を予見させ
られました。いきなり次の例会は二火会となり、会員に活
動方針もしっかり説明できぬままスタートしました。しかし、
昼間の例会より参加者が多く安堵致しました。寳來さん
をはじめとする高齢者に例会出席の機会を少なくしてし
まい申し訳ありませんでした。各委員会より今年度の活
動について発表が、上田平会員の子息より交換留学の
卓話もあり順調に進むかと思った矢先、志學館大学で

平間地区 RA 代表（鹿児島東南 RAC）
★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）
12/22
12/29
クリスマス家族夜間例会
第 5 週のため休会
理事会 18 時～

1/5
休会

感染者が出て模擬面接会の取扱いに迷いましたが、高

月/日

クラブ

例会場

齢者の多い当クラブでは開催するのは忍びないと話し

12/16
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

鹿児島西

山形屋

年次総会

鹿児島西南

ゆうづき

年次総会

鹿児島東

グランセレッソ

上期反省

鹿児島北

アートホテル

外部卓話 永倉健様

鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

★夜間例会

鹿児島

城山ホテル

★クリスマス家族例会

鹿児島大学
アカデミー

鹿児島大学

休会（ガバナー公式訪問懇
談会のみ開催）

鹿児島中央

山形屋

会長・幹事上半期を終えて

鹿児島
令和

鹿児島東急 REI

休会

鹿児島城西

鹿児島東急 REI

休会

合い中止とすることにしました。志學館大学では学生た
ちも就職難の本年の模擬面接会を是非にと望んでおり
ましたが残念でした。心からお詫び申し上げます。
10 月 13 日ガバナー公式訪問がありましたが、例年
通りのクラブフォーラムもなく、瀬戸口会員、田代会員、

12/17
（木）

居川副会長にレポート作成をお願いし上原会員にみて
もらいガバナー事務所に提出いたしました。御苦労様
でした。

12/18
（金）

公式訪問に先立って、10 月 3 日には地区補助金事
業の姶良カルデラバスツアーをいたしました。参加者も
8 名の会員と小学生親子が集まり大型バス 2 台で実施
致しました。私と野井倉ガバナー補佐は地区ロータリー
財団研究会が Zoom による会で出席はかないませんで

12/21
（月）
12/22
（火）

プログラム
ゲスト卓話 小牧正英様

した。話によると盛会裏に終わりました。社会奉仕委員

※鹿児島西南 RC は会場が改装工事中の為メーキャッ

会の皆様、御苦労様でした。田代会員のお骨折り感謝

プは現在行われておりません。

