
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

9 月 3 日第 2420 回 

会長長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 

前回はガバナー公式訪問でした。クラブ活動について説

明しました。 

例会では本年度世界ロータリーの活動方針並びに地区

の活動指針の説明をしていただきました。 

午後のクラブフォーラムでは、会員増強・女性会員につ

いて会員増強委員増強委員長並びに委員による検討資

料（週報掲載）が上原委員長より発表されました。今後、

これらを踏まえて会員増員が実現されることを願って

います。 

本日は大変ご多忙中のところ「衛星クラブ」について 

元ガバナー安満良明様にご講演していただきます。 

今後のクラブの運営上貴重な示唆となるものと考えま

す。 

ゲスト・ビジター紹介  

パストガバナー安満良明様（加治木 RC 所属） 

ジャパンカレントロータリーＥクラブ廣田みき様 

青少年交換留学生セザリー君（ポーランド） 

会務報告 

● 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。 

 

● 10月 13日（日）は、地区補助金事業となっており 

ます。10 月 1 日（火）の例会を振替えますので、お昼

の例会はございません。回覧しております。 

● 10月 16日（水）は、志学館大学の模擬面接会です。

10月 15 日（火）の例会を振替えますので、お昼の例会

はございません。回覧しております。 

● ガバナー月信・ロータリーの友各 9月号を配付して

おります。 

● 鹿児島市内ロータリークラブ名簿をお配りしてお

ります。個人情報の取り扱いにはご注意ください。 

出席報告 

スマイル報告  

☆上原勝君－誕生祝いをいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

☆野井倉洋豪君－安満パストガバナー、本日は当クラブ

のためにお越しくださいまして、ありがとうございます。 

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 1名 

出席会員 11名 出席訂正率 71.4% 

出席率 52.3%   

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 2421回   №9 

2019年 9月 10日（火） 

本日のプログラム  

卓話 米盛病院 竹山ひろみ様 

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


本日計 7,000 円 累計 97,000円 

RA スマイル報告 今回は、ございません。 

本日計 0円 累計 6,500円 

青少年交換留学生 セザリー君（ポーランド） 

9月分のお小遣い授与 

本日のプログラム 安満良明パストガバナー卓話 

クラブの柔軟性(2016年及び 2019 年規定審議会)                   

なぜ柔軟性が必要か 

国や地域で会員の急増しているところ、減少や高齢化して

いるところの格差がある。必要なら変える。そうでないなら現

状維持でも良い。 

クラブの戦略計画  クラブの現状の把握し、３月年後、５年

後の会員基盤の充実を計画 

例会の柔軟性 月に最低２回の例会 

休日のある週は休会できる 

直接顔を合わせる例会、オンラインの例会 

東京からネットで参加・ネット会員 

奉仕プロジェクト、社交行事を例会とする(全会員が対象) 

なんこ大会・相談会・清掃活動 

出席要件を緩和する 

自クラブ 30％以上。メークアップを含め６０％以上。 

連続 4回の欠席。 

国際ロータリー定款第 5条 2節 

会員は、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、

事業、専門職務、職業および地域社会でよい評判を受け

ており、地域社会および世界において奉仕する意欲のある

ひと。 

ローターアクターも入会できる 

ローターアクトクラブに RI加盟を認める。 

公職にある人は在任中以前の職業分類を保持できる。 

会員の種類名誉会員と正会員 

職業分類に偏らないバランスのとれた会員構成 (1業種５

名以内でなくてよい。) 

正会員の種類をクラブで決定する 

加治木 RCの例 

正会員・本会員・ ネット会員 (直接の例会も参加できる。) 

 (以下は会費を割り引く) 

法人会員  正会員の企業に属する 

家族会員  正会員の一等親 

ジュニア会員 満３０歳以下 

シニア    満６０歳以上年金のみ 

ローターアクト会員  加治木ローターアクト会員 

出席免除会員(半期ごとに理事会で審査) 

入会金 取っても取らなくてもよい 

新しい形のクラブ  宮崎アカデェミーロータリークラブ 

             鹿児島大学(準備中) 

             衛星クラブ 

会員は、委員会構成上から最低８名は必要 

定款は、親クラブと同じ、細則は独自に作る。 

名前は、鹿児島東南クラブ〇〇衛星クラブ 

RCの会長は議長という。他の役員は直前議長、議長エレク

ト、幹事、会計 

衛星クラブの理事会(４～6)が決議機関 

独自の委員会、会費、例会、奉仕活動等 (細則で決める) 

会員は親クラブの会員として登録し、親クラブを通じて RI と

地区の負担金を収める。 

親クラブの会長と理事会に必ず、予決算、年間計画提出し、

総会に報告する。 

RIにクラブとして承認されるまで続く。期間、会員数の制限

なし。 

RIに承認書類を出すと、約１か月で承認される。 

※決めるのは各 RC の理事会。変更はクラブ細則を変更す

る。                                                          

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

9/17 

観月夜間家族例

会 18：30～ 

9/24 

志學館大学 

模擬面接会打合わせ 

12時～理事会 

10/1→10/13（日） 

補助金事業振替 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

9/11 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル ★観月会 

鹿児島西 山形 ゲスト卓話 

鹿児島西南 ゆうづき ★休会 

9/12 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 
★9/9鹿児島中央 RC との 

合同例会 
（記帳受付 12：30～13：30） 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 会員卓話 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブフォーラム 

9/13 

（金） 
鹿児島 山形屋 ゲスト卓話 

9/16 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 休会 

9/17 

（火） 
鹿児島城西 

鹿児島 

東急 REI 
★創立記念例会 18：30～ 

9/23 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
9/24（火）19：00～へ変更 


