
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

10月 8日第 2424回 

会長長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 

10月 4日より地区大会宮崎に参加してきました。4

日は台湾北部地区との姉妹盟約がとりおこなわれ、

その夜歓迎会が催されました。台湾より当姉妹クラ

ブのネルソン氏が台湾地区のガバナーとして本大  

会に出席されましたので、私も歓迎会に参加しまし

た。翌日 5日午前中地区役員並びに各クラブ会長幹

事合協議会が開催されました。18-19年度地区資金結

算・19-20年度地区財務現況報告・19-20年度地区大

会決議案提案あり、全て了承されました。 

次に、RI会長代理鈴木一作様より「ローリーの原点

と未来」について約 1時間の講演、午後より第一本

会議と行事予定は例年どおりとりおこなわれ、RI会

長代理アドレスがありました。その後記念講演「負

けない、逃げない、あきらめない」が大野勝彦様よ

りあり、夜会員交流大懇親会。翌日 6日第二本会議 

記念講演「ギター和尚とお元気説法」が渡辺紀生様

よりあり、その後 RI会長代理より所感表明あり、諸

予定行事をおえて終了となりました。 

特別講演については後日資料整理のうえ、例会にて

お話しします。なお、会員 9名参加いただきました。 

 

今後も機会あるごとに多数参加してください。 

 

ゲスト・ビジター紹介  

食事をとりながら鹿児島国体の PR 

鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局 

全国障害者スポーツ大会課 課長 末吉 龍一郎 

総務企画課県民運動係 主事 根占 秀峰 

 

 

会務報告 

● 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」は、台風接近のため 11月 16

日（土）へ変更となりました。詳細の報告は、後ほ

ど瀬戸口会員が行います。 

● 来週、10 月 16 日（水）は、志学館大学の模擬
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第 2425回   №13 

2019年 10月 16日（水） 

本日のプログラム  

      志学館大学模擬面接会 

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） 
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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。 

● 10 月 29 日（火）は、第 5 週目のため休会とな

ります。 

● 青少年交換ニュース、米山記念奨学事業豆辞典、

ロータリーの友 10 月号、ガバナー月信 10 月号を配

付しております。 

 

地区補助金事業 瀬戸口均会員 

地区補助金事業として実施予定の『新島に行こう！

謎解きクルーズ』につきまして、昨日、関係者の事

前打ち合わせを致しましたのでその内容につきまし

てご報告いたします。 

まずは日程についてですが、10 月 13 日日曜日に予

定しておりましたが、台風の影響のため 11 月 16 日

土曜日に延期が決定いたしました。再度出欠確認を

行いますので、是非ご参加をお願いいたします。 

当日の工程について確定しておりますので簡単にで

すが説明致します。 

鹿児島港桜島フェリーターミナルの 2 階で 8 時半か

ら受付開始となっております。当日受付場所にクイ

ーンズ城山ののぼりをたてておくとのことでした。

車でおこしの方は専用駐車場がございませんので、

近隣の有料駐車場をご利用していただきますようお

願いします。 

9時からイベント開始となり、船員の方は乗船後は手

が離せなくなることから乗船前に船員の方の紹介を

行った後、乗船します。乗船後、MC の方がロータ

リークラブを含めたスタッフの紹介を行います。紹

介は MC の方が説明しますので、1 人 1 人が自己紹

介することはないです。 

その後、錦江湾クルージングの間はスタッフの席は

特に用意していないとのことでしたので、船内のあ

いているお好きなところに配置していただいて、参

加者の安全管理に努めていただきますようお願いい

たします。 

11 時新島上陸で大木名誉教授のガイドウォーク・昼

食・お散歩、12 時 45 分アコウの杜集合、ビーチ散

策です。 

ロータリークラブから安全班 2 名、イルカ班 2 名、

ハオリムシ班 2 名の合計 6 名のできるだけ若い人を

出して欲しいとのことで、きつい順に安全班・イル

カ班・ハオリムシ班とのことでしたので、延期で人

員の変更があるかもしれませんが、安全班に渡海谷

会員・私瀬戸口、イルカ班に中馬会員・居川会員、

ハオリムシ班に東会員・前田会員と参加者の若いメ

ンバーを振り分けさせていただきました。 

各班には、桜島ジオサルクの方がいらっしゃいます

ので、その方の指示に従ってください。 

各班以外のロータリークラブのメンバーにつきまし

ては、参加者と一緒に行動していただき参加者に危

険が無いように見守ってください。 

11 時接岸上陸し、安全班は上陸の補助をした後、北

西岸に先発します。イルカ班とハオリムシ班は荷物

置き案内・トイレ案内をしていただき、その後、参

加者に整列していただき 11 時 10 分ころ北西岸に出

発、出発の際は前方に桜島ジオサルク、後方にロー

タリーの人員が配置して、参加者に危険がないよう

安全管理に努めてください。 

11 時 50 分ころ昼食散策となり、新島お散歩マップ

の赤色の部分で自由行動となりますので、参加者が

赤色の部分から出ることがないように昼食散策サポ

ート配置に書かれていますように安全班は①の場所、

イルカ班は②の場所、ハオリムシ班は③の入っては

いけない場所に配置していただきます。 

昼食散策の時間が終わりましたら①の配置の方は図

の青色の線のコースで②と③の配置の方はメインロ

ードを通って集合場所の星印の場所に向かい参加者

が途中で取り残されないようにします。 

12 時 45 分アコウの杜に集合して、ワイルドコース

か里みちコースを通ってスサキビーチに向かうため

の人員編成をおこないます。里みちコースは若干距

離が短く、なだらかな道で小さなお子様やお年寄り

におすすめです。ワイルドコースは一部ハシゴがあ

ったりして、きついコースとのことです。 

コース人員編成後、イルカ班はワイルドコースへ出

発、ハオリムシ班は里みちコースに出発します。配

置は前方に桜島ジオサルク、間に参加者、後方にロ



ータリーの各班員が配置します。 

スサキビーチにつきましたら、ドローンでの記念撮

影を予定しているとのことです。 

場所移動の際は参加者間の距離があきすぎたり、違

うところにいったりしてバラバラにならないように

気を付けていただき、ビーチ等で海に入る方がいた

ような場合は止めるようにお願いします。 

14時にスサキビーチを出発、14時 20分乗船、14時

30分新島港出航となります。 

出航後は、行きと同じく参加者の安全管理に努めて

いただきますようお願いいたします。 

帰りは船内で桜島火山灰の絵の具をつかって思い出

スケッチをするとのことです。 

16時 30分鹿児島港帰港後、ロータリークラブから 1

名感想等の挨拶をしていただくとのことでしたの

で、・・・会長よろしいでしょうか？その際はよろし

くお願いします。 

イベント終了解散となります。 

以上がだいたいの予定内容です。 

延期になってしまいましたが、ご参加もよろしくお

願いします。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆田代浩二君－平塚さん、渡海谷さん、瀬戸口さん、

お誕生日おめでございます。今まで渡海谷さんから

ゴルフで頂いた分をスマイル致します。 

☆渡海谷宗宜君－誕生日祝いありがとうございます。 

本日計 4,000円 累計 121,000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 

 

 

 

 

本日のプログラム 地区大会報告 

 

時間の都合上、野井倉会長の報告のみとなりました。 

以下、当日の写真を掲載いたします。 

 

↑↓地区大会での RAPRブース 

 

 

第 3482地区ガバナー ネルソンさん 

（台北グランドパークロータリークラブ所属） 

故山田会員が尽力していた 

地区の姉妹盟約が締結されました！ 

会員数 22名 前々回出席者 12名 

出席免除 1名 メークアップ 9名 

出席会員 14名 出席訂正率 100% 

出席率 66.6%   



 

休憩中に写真撮影 

写真に入っておりませんが、野井倉会員、渡海谷会員、

上田平会員、セザリー君（青少年交換留学生）参加 

 

記念講演 大野勝彦さん 

 

2020-21年度ガバナー補佐 

野井倉会員の紹介がございました 

 

 

セザリー君（青少年交換留学生）の紹介 

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

誕生日おめでとうございます！ 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

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 

（米盛病院） 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

10/16 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 休会 

鹿児島西 山形 ★10/14特別例会へ変更 

鹿児島西南 ゆうづき フリートーキング 

10/17 

（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 地区大会報告 

鹿児島

SW 
鹿児島東急 REI 休会 

10/18 

（金） 
鹿児島 山形屋 会員卓話 

10/21 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 レディースデー例会 

10/22 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急 REI 祝日のため休会 

10/28 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
クラブ協議会 


