
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

 

 

 

1 月 9 日第 2433回新春合同例会 

ホストクラブ会長挨拶 

鹿児島サザンウインド RC 

会長 濵田 一郎 

皆さん、新年あけましておめでとうございます。市

内 11クラブ新春合同例会ホストクラブ・鹿児島サザ

ンウインドロータリークラブ会長の濱田でございま 

 

す。本日は、最後までよろしくお願い申し上げます。 

始めに、ゲストのご紹介をいたします。 

年明けのご公務ご多忙の中 鹿児島市長 森博幸様

にご臨席いただきました、厚く御礼申し上げます。 

次に、RI第 2730地区ガバナー喜島健一郎様でござ

います。宮崎市よりご出席いただきありがとうござ

います。森市長と喜島ガバナーには、後程ご挨拶と

お話を頂戴いたします。 

今年は、東京オリンピック、東京パラリンピックの

開催。 

鹿児島県におきましては、国民体育大会、全国障害

者スポーツ大会の開催と大変にぎやかな 1年となり

そうです。また私たちロータリアンにとりましては、

日本に RCが誕生して 100年目という記念すべき年

でもあります。この時に昨年誕生した令和ロータリ

ークラブが新たに加わり鹿児島市内 11クラブで新春
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第 2434回   №22 

2020年 1月 14日（火） 

本日のプログラム 会長・幹事 新年挨拶 

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） 

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

飯野和男君（1 日） 田中啓悟君（15日） 

若松利秋君（26日） 

1 月 結婚記念日おめでとうございます。                          

飯野和男君（25日） 宮嵜義之君（29 日） 
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合同例会を開催できますことは、大変喜ばしいこと

だと思います。 

1964年鴨池空港に到着したオリンピックの聖火が鹿

児島を走り抜けました。当時の鹿児島市は、戦災か

らの復興をはたしてはいたものの町の中心部でもま

だまだたくさんの空き地があり、元気な子供たちの

歓声があふれていました。今年再び聖火が鹿児島に

やってきます。様変わりした町並みは、聖火にはど

のように映るのでしょうか。 

56年が経過し日本の発展と共に鹿児島各地にスポー

ツ施設がいくつも設置され、プロスポーツも誕生、

鹿児島市民マラソンも開催されるようになるなど、

幼児から高齢者まで当時とは比較にならないくらい

多くの人がスポーツに親しむようになっています。 

その一方、グローバル化の激流の中、企業は、生き

残りをかけひたすら拡大を続け、子供の貧困、教育

問題、高齢者、障害者など社会的弱者に関連する問

題解決はなかなか進展せず、私たちロータリーでも、

会員減少に伴う会員増強問題や例会での出席率低下

の問題など苦戦しているのが現状です。 

企業は、社会の為になければならない。企業は人を

育て社会に役立たなければならないと言った経営者

もいました。これまでも自分の職業を冒涜するよう

な事件が頻発していましたが、日本でも屈指の大企

業で社員も社会も省みることのない経営、大変な不

正が行われていたのは、とても残念なことです。今

では、多くの日本人が非難しているようですが、彼

の行いは、目先の利益に固執するあまり未来の地球

も他者も目に入らない今の社会そのものを象徴して

いるようです。 

そのような中「日本で今もっとも必要なのは、ロー

タリーの心です」と言われる方がいらっしゃいます。

それが、RI第 2700地区パストガバナー廣畑富雄さ

んです。その著書「ロータリーの心と原点」から抜

粋紹介したいと思います。 

廣畑パストガバナーは、 

「ロータリーの心、ロータリーの精神は、日本でい

ま最も必要なものだと思います。ロータリーの本質

は、慈善ではなく、ロータリーの目的にあるように

倫理性を大事にする団体です。ご承知のように今の

日本は、多くの問題を抱えています。あらためてロ

ータリーの心を考えてみたいと思います。 

なぜこういうことが起きるのか、その根源は一つで

あり、自分勝手な、自己主張のみ強くて得手勝手な

人間が非常に増えた為ではないかと思います。しか

し、ロータリーの考え方は、自分勝手な生き方の正

反対です。ご承知のようにシェルドンは、ロータリ

ーの基本にサーヴィスを置きました。そしてサーヴ

ィスと倫理の関係を考えると、人の為に役立つには、

モラルが高くなければなりません。」 と言われてい

ます。 

日本のロータリークラブは誕生して 100年、「自分の

職業が社会に役立っているのか」を確認しながら成

長してまいりました。私たちは、改めてその歴史を

理解、認識してこそよりよい未来を創っていけるの

でないかと思います。 

最後に、本年が皆様とご家族並びに従業員の皆さん

にとりまして輝かしく充実した幸多き 1年となりま

すことを祈念いたしまして開会の挨拶とさせていた

だきます。 

ありがとうございました。 

 

がバナー挨拶 

RI2730地区ガバナー 喜島健一郎 

 

新年おめでとうございます。新年となり、皆様新鮮

な気持ちでお正月を迎えられたことと思います。お

正月気分も抜けきらぬ中ではございますが、本日こ

うして鹿児島市内 RC新春合同例会が盛大に開催さ

れることを、心よりお喜び申し上げます。 

また、この会を運営されます鹿児島サザンウインド

RC濱田会長をはじめ、ロータリアンの皆様には本日

を迎えるにあたり、準備をしてくださるホストクラ



ブの皆様、この例会に参加してくださる皆様、すべ

てにおいてロータリーに関わっていただけているこ

とに深く感謝いたします。 

私は、本年度掲げた５つの目標のうち、何かに取り

組んでいただきたいと常々申しておりますが、皆様

のクラブでは、現状いかがでしょうか。達成できて

いなくとも、達成するために、皆で話し合い、討論

し、達成するためのステージにつなげて頂くことに

はとても意味があります。その先に、近隣のクラブ、

地区においての活発な意見交換が行われ、ロータリ

ークラブの発展となり、地域の活性につながってい

くと信じております。 

本日の鹿児島市内合同例会は、クラブの垣根を越え、

皆様が連携し、発展に向かう力強さの表れのように

感じております。私達 2730地区のすべてのクラブに

対し、素晴らしい影響を与えてくれることになると

思います。私自身、そのことを心に留め、本日出席

の皆様方に心より感謝を申し上げるとともに、これ

からの皆様のクラブの発展をご祈念いたしまして、

ご挨拶とさせて頂きます。 

 

 

ゲスト・ビジター紹介  

鹿児島市長 森 博幸様 

RI第 2730地区ガバナー喜島健一郎様 

東南 RCゲスト 

2730ジャパンカレントロータリーEクラブ 

廣田みきさん 

 

会務報告 

● 1月 23日（木）はチャリティー音楽会を開催い

たします。詳細は改めてご連絡いたします。 

● 2020 年 2 月 19 日（水）子クラブである鹿児島

西南ロータリークラブの40周年記念式典及び祝賀

会がサンロイヤルホテルにおいて開催されます。 

  式典 17時～、祝賀会 18時～となっております。 

  登録料は 10,000円です。出席される方は事務局

までお声かけください。 

● 理事の皆様は、1月 21日（火）12時から理事会

が開催されます。 

 

出席報告 

 

スマイル報告 今回はございません。 

本日計 0円 累計 294,000円 

 

RAスマイル報告 今回はございません。 

本日計 0円 累計 10,500円 

 

本日のプログラム 卓話 鹿児島市長 森博幸様 

 

 

 

 

 

会員数 22名 前々回出席者 休会 

出席免除 0名 メークアップ  

出席会員 16名 出席訂正率  

出席率 72.7%   



新春合同例会風景 

 

 

乾杯の挨拶 

 

 

 

 

 

手に手つないで 

 

★記帳メーキャップ受付無。 

1/21 卓話 

鹿児島東南 RAC 平間君 

→2/4 へ変更 

理事会 12 時～ 

1/28 

→1/23 チャリ

ティー音楽会

へ 

2/4 卓話 

鹿児島東南 RAC 

平間君 

 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

1/15 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 休会 

鹿児島西 山形 クラブ協議会 

鹿児島西南 ゆうづき クラブ協議会 

1/16 

（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 会員卓話 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブ協議会 

1/17 

（金） 
鹿児島 山形屋 クラブ協議会 

1/20 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 クラブ協議会 

1/21 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急 REI クラブ協議会 

1/27 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 クラブ協議会 


