
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

 

 

9月 24日第 2423回 

会長長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 

前回はお月見例会でした。部屋からは月は見えませ

んでしたが、外に出てみると綺麗な満月を見ること

ができました。今日の例会は、志学館大学の生徒さ

んたちに対する模擬面接会の打ち合わせとなってい

ます。大学から牛濱求調査役、山田正樹進路支援課

のお二人がお見えになっています。実施要項につい

て説明をしていただき、その後不明の点について皆

様より質問していただきたいと思います。なお、当

日の面接官には当クラブ会員 11名、会員外より 7名 

18名お願いしてあります。 

次にロータリー歴史の続きをお話しします。初回の

会合でポール・ハリスが二つの話をしています。そ

の一つ目は、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 その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柄の誠実さを保 

証できる会員とする。こうすることにより、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作ることでした。その

後、会を重ねるごとにクラブの活動が会員の親睦を

大事にしたいと考える会員と他に奉仕活動（公衆便

所の設置、他にクラブを設立等）を求める会員との

意見の相違が生じてきました。この対立を融和させ

るために、初代親睦委員長のウイリアム・ネフ氏が

夫婦同伴での出席と歌を歌うことを提唱し例会の雰

囲気をやわらげ、再び友情を取り戻すことができま

した。次回はクラブの運営(奉仕)についてお話しした

いと考えます。 

 

ゲスト・ビジター紹介  

志學館大学進路支援課 

調査役 牛濱求様 

事務員 山田正樹様 

 

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 2424回   №12 

2019年 10月 8日（火） 

本日のプログラム  

      地区大会報告 

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） 

10月 誕生日おめでとうございます。                          

平塚五郎君（19日）・渡海谷宗宜君（22 日）・瀬戸口勇君（27日） 

mailto:info@tounanrc.jp
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会務報告 

● 来週 10月 1日（火）の例会は、10月 13日（日）

の地区補助金事業「新島へ行こう、謎解きクルーズ」

となっております。9時桜島フェリーターミナル集合

予定です。市役所側との最終打ち合わせ 10月 7日を

予定しております。その後、詳細改めてご連絡いた

します。 

● 10 月 16 日（水）は、志学館大学の模擬面接会

です。12 時 30 分～例会、13 時 30 分～15 時 40 分

模擬面接会となっております。10 月 15 日（火）の

例会を振替えますので、15日例会はございません。 

  理事の皆様は、12時～理事会も予定しています。 

● 10 月 22 日（火）は、祝日のため休会となりま

す。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆野井倉洋豪君－RLI研修を受けてきました。研修

費をスマイルいたします。 

本日計 4,000円 累計 117,000円 

 

RA スマイル報告 今回は、ございません。 

本日計 0円 累計 8,500円 

 

理事会報告 2019年 9月 24日（火） 

出席者（敬称略）：野井倉、飯野、別府、東、上園、居川 

会長委任有：中馬、末吉、田中 

1 プログラムについて 

10/1 10/13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 

12時～理事会も開催 

10/22 即位礼正殿の儀、祝日のため休会 

10/29 第 5週目のため休会 

11/5 職場訪問例会 米盛病院 

11/12 夜間例会（親睦委員会担当） 

11/19 卓話 

11/26 未定  

12時～理事会 

2 2020-21年度ガバナー補佐及びクラブ会長について 

  ガバナー補佐 野井倉会員 

  会長 飯野会員 幹事東会員 副会長 居川会員 

3 鹿児島赤十字血液センター献血啓発活動支援。 

10月と 12月に各 2万円程→支出する。 

4 セザリー君の制服代等費用（53,930円）について 

今後のその他支出について。 

→スマイルより支出する。なお、理事会にて承認報告を

得る。 

5 クラブバナーが残り 2本 

→作成する。見積もり依頼中。 

 

本日のプログラム 志学館大学模擬面接会打ち合わせ 

1.目 的 実際の採用試験を想定した集団面接と、その

後のフィードバックをすることにより、参加した学生が自分

の改善点を把握し、今後の就職活動に活かす。 

2.期 日 令和元年 10月 16日（水）13：30～15：40 

3.会 場 鹿児島サンロイヤルホテル エトワール 

4.対象学年 3年生 

5.参加者数 30名（6班） 

会員数 22名 前々回出席者 14名 

出席免除 1名 メークアップ 2名 

出席会員 12名 出席訂正率 76.1% 

出席率 57.1%   

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

10/15→10/16（水） 

志學館大学模 

擬面接会 

10/22 

即位礼正殿の儀 

祝日のため休会 

10/29 

第 5週目のため休会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

10/9 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 外部卓話 

鹿児島西 山形 クラブフォーラム 

鹿児島西南 ゆうづき クラブ協議会 

10/10 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ クラブ協議会 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 地区大会報告 

鹿児島

SW 
鹿児島東急 REI クラブ協議会 

10/11 

（金） 
鹿児島 山形屋 定例夜間例会 18：30～ 

10/14 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 祝日のため休会 

10/15 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急 REI 会員卓話 

10/14 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
10/15（火）12：30～へ変更 


