
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

8月 20日第 2418回例会報告 

会長長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 

今日の例会は会員増強についてです。 

会員減少が続いていてクラブの運営資金の不足が

予想されます。 

前回、参考資料をお渡ししましたが、どうしたら

会員増強につながるか活発なご意見をお願いいた

します。 

1905年 2月 23日弁護士ポール・ハリス 石炭商

シルヴェスター・シール 鉱山技師 ガスターヴ

ァス・ローア 洋服商 ハイラム・ショリーがデ

ィアボーン・ストリート 127番地にあるユニテ

ィ・ビル 711号室のガスターヴァス・ローアの事

務所に集まり新しいタイプのクラブ結成について

具体的な話し合いをおこなった。 

 

初日の会合でポール・ハリスが語った話には 2つ

の内容があります。 

その一つは、都市生活で真の友人のいない空虚さ、

欲得づくめの商売姿勢と私生活や仕事の上での信

頼関係の欠如を解消できるような人間関係の充実

したクラブをつくること 

二つ目は各職業または業種で一人の会員を推薦す 

ることで会員間の互恵的な商取引ができ。同業者

間の争いのない男同士の親睦を深められる。第 3

回目の会合で Rotary Clubという名称がきまりま

した。   文献 ロータリーの歴史に学ぶより 

 

ゲスト・ビジター紹介  

今回はいらっしゃいません。 

 

会務報告 

● 来週 8月 27日（火）は、喜島ガバナー公式訪

問例会です。 

12時 30分～例会 13時 30分～記念写真撮影 

13 時 50 分～14 時 50 分までクラブフォーラムと

なっております。 

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 野井倉 洋豪 幹事 飯野 和男 副会長 別府 雅之 

（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 2419回   №7 

2019年 8月 27日（火） 

 

本日のプログラム 喜島ガバナー公式訪問 

ロータリーは世界をつなぐ 

2019~2020 年度 RI 会長 マーク・ダニエル・マローニー 

(Decatur ロータリークラブアラバマ州＜米国＞) 

RI第 2730地区ガバナー   喜島健一郎（宮崎西 RC） 

鹿児島県市内ガバナー補佐  Bグループ有薗純一（鹿児島 RC） 

                   Aグループ右田正二（鹿児島サザンウインド RC） 

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


● 9月 17日（火）は、観月夜間家族例会となっ

ております。サンロイヤルホテル 13階で行います。 

案内は後日改めてお送りいたします。 

● 10 月 13 日（日）は、地区補助金事業となっ

ております。案内は後日改めてお送りいたします。 

● 10 月 16 日（水）は、志学館大学の模擬面接

会です。案内は後日改めてお送りいたします。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆上原勝君－会員増強、拡大フォーラムをよろしく

お願いします。 

本日計 2,000円 累計 62,000円 

 

RA スマイル報告 8/21RA例会にて 

☆東則秋君－ローターアクトへスマイルいたします。 

本日計 6,500円 累計 6,500円 

 

2018-19年度（中馬年度）決算報告 中馬会員 

理事会で承認を得ましたので、報告いたします。 

2019年 7月 30日井料会員に監査を受けまして、本

日配布資料のとおり終了いたしました。 

皆様、御協力ありがとうございました。 

 

本日のプログラム 会員増強・拡大フォーラム 

上原委員長 

 

 

 

理事会報告 2019年 8月 20日 12時～ 

出席者：野井倉、飯野、中馬、末吉、東、瀬戸口均、

居川、田中（敬称略） 

委任状有 上園（敬称略） 

9/3 安満パストガバナー卓話 

   「衛星クラブについて」 

9/10 外部卓話 米盛病院 竹山ひろみ様 

9/17 観月夜間家族例会 18：30～ 

（於：サンロイヤルホテル 13階） 

9/24 志学館大学模擬面接会打ち合わせ 

12時～理事会 

10/1 10/13（日）地区補助金事業へ振替 

10/8 地区大会報告 

10/15 10/16（水）志学館大学模擬面接会へ振替 

10/22 米盛病院見学（予定） 

12時～理事会 

10/29 第 5週目のため休会 

2 昨年度 2018-19年度（中馬年度）決算報告 

→承認 

3 次年度 2020-21年度ガバナー補佐及びクラブ会

長について 

→次回持ち越し 

4 50周年仮決算報告 

記念誌作成について→CDROMにて保存 

5 ガバナー公式訪問クラブフォーラム発表者 

→会員増強委員長上原会員、副委員長別府会員へ

依頼。 

6 その他 

① 事務局退職にかかる次の事務局の給与等につい

て 

→給与増額等を検討し残留依頼。次回持ち越し。 

② 補助金事業について 

→今年度と同様の内容（鹿児島ジオパークを親子で

会員数 22名 前々回出席者 11名 

出席免除 1名 メークアップ 3名 

出席会員 14名 出席訂正率 66.6％ 

出席率 66.6%   



巡るクルージング）で開催予定。申請書は 10月の補

助金事業が終わってから作成する。 

******************************************** 

地区青少年交換留学生とは 

【目的】 次世代を担う若者が海外での様々な体験を

通して、自らの国際理解を深め、国際親善に寄与して

いくこと。 

【留学期間】 約 10ヶ月。申込の次年度の 8月～次々

年度 6月もしくは 7月まで。 

【応募資格】 

① 地区内ロータリークラブの推薦するロータリアンの

子弟、インターアクトクラブもしくは各ロータリークラブ

の公募による優秀な高校生 

② 出願時に中学 3年生から高校 1、2年生（15歳～

17歳）であること。申込時年度 8月 31日時点で 18

歳以下の人。 

③ 本人および家族が本プログラムの主旨を十分に

理解し、訪問国ホストクラブ・カウンセラー・ホストファミ

リー・学校と協調でき、帰国前後も受入ホスト家庭とし

て、この事業の推進に協力頂けること。 

④ 約 1年間の留学生活に耐え得る健康な精神と身

体を持ち、学業成績が優秀で留学生としての品格と向

上心を保ちうる生徒。 

⑤ 保護者の承諾があり、学校長および地区内ロータ

リークラブの推薦を受けることができる人。 

⑥ 派遣までの期間に当委員会が行うオリエンテーシ

ョンに参加できる人。 

⑦ 派遣国へ渡航可能な人。渡航先の法律、学校、

受入ロータリー地区の規則を守れる人。 

⑧ 交換学生（インバウンド学生）のホストファミリーとな

れる方。支援金があります。 

今年度 2019-20年度は、 

ポーランドより Cezary Adam SZYMANSKI君

（ホストクラブ：鹿児島東南 RC） 

フィンランドより Aapo Joonatan NYHOLM君

（ホストクラブ：宮崎南 RC） 

台湾より Yu-Han HUANGさん 

（ホストクラブ：高鍋 RC） 

アメリカより Taylor Zion HALLさん 

（ホストクラブ：宮崎 RC） 

4名を地区で迎え入れました。 

様々なことを経験し、楽しく安全に留学生活を送れる

ように皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

2019年 8月 20日（火）青少年交換留学生 

上田平歩樹君（うえたびらあるき）出発しました。 

無事にポーランド到着！ 

 

 

2019年 8月 22日（木）青少年交換留学生 

Cezary Adam SZYMANSKI君が到着！ 

 



鹿児島東南ロータリークラブ会員 

地区青少年交換委員会 

皆様と記念撮影 

 

左から野井倉会長、地区丸野委員長、セザリー君 

上田平会員、上原会員、地区榎木委員 

******************************************** 

2019年 8月 21日（水）19時 30分～ 

鹿児島ローターアクトクラブ例会＆卒業式 

 

 

左手前時計回りで、内田しほさん、妙見美穂さん、 

山田早穂さん、廣田みきさん（RACOG）、東会員、 

萩原（RACOG）、東翔次郎君、平間知訓君 

 

2019年 8月 23日（金） 

上原会員の尽力により留学生の受入高校は、鹿児島

工業高校に決定しました。 

セザリー君、上田平会員、上原会員、東会員が顔合

わせで伺ってきました 

 

 

授業カリキュラム 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

9/3 外部卓話 

安満パストガバナー 

「衛星クラブについて」 

9/10外部卓話 

米盛病院  

竹山ひろみ様 

9/17 

観月夜間家族例会 

18：30～ 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

8/28 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 会員卓話 

鹿児島西 山形 喜島ガバナー公式訪問 

鹿児島西南 ゆうづき ★夜の例会 

8/29 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ クラブフォーラム 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ ★夜の例会 

鹿児島

SW 

鹿児島 

東急 REI 喜島ガバナー公式訪問 

8/30 

（金） 
鹿児島 山形屋 ゲスト卓話 

9/2 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 情報集会報告 

9/3 

（火） 
鹿児島城西 

鹿児島 

東急 REI ゲスト卓話 

8/29 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 

喜島ガバナー公式訪問 

鹿児島 SWRC と同時開催 

東翔次郎君へ 

卒業証書授与 

約 2年の在籍でした！ 


