
  
 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  

1 月 14 日第 2434 回 
会長長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 
皆様、新年あけましておめでとうございます。 
お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。 
今年度もあと半年となってまいりました。当クラブ

の奉仕活動は前半にだいぶ終了いたしました。残り

の活動は国際奉仕事業としてインド小学生 4 校 310
名に学用品（ノート・鉛筆・膝掛け・敷物・弁当箱

等）の送呈を予定しています。そのためにチャリチ

ィコンサートを企画し 1月 23日キャパルボホールに

て夜行う準備を進めています。これはクラブ例会と

して取り扱いますので全員の参加をお願いいたしま

す。市内クラブの方々にも協力をお願いしています。

多数の方々のご協力を期待しています。 
2 月には夜の例会をもち、3 月にはお花見の開催も予

定していますのでご期待ください。 
1 月 12 日「PETS の為の RLI 研 RLILEADERSHIP 
INSTITUTE(RLI)が開催されていましたが、本年度

より地区役員、ガバナー補佐等にも参加の呼びかけ

があり合同にて研修しロータリーについてさらに見

識を深めると共に PETZ の運営にも RLI 方式をとり

いれた会が催される事になりました。 

 
具体的な内容は次週お話したいと考えています。 
最後に会員増強がまだまだ達成されません。皆様の

さらなるご協力をお願いします。 
 
ゲスト・ビジター紹介  
鹿児島赤十字血液センター献血推進課 

主事 小松尾様 
鹿児島県学生献血推進協議会副会長 

鹿児島大学 3 年 増山様 

 
 

会務報告 
● 明日 1 月 15 日（水）は、事務所のプリンター入

替のため FAX 受信が夕方頃まで不可となります。お

急ぎでなければ 1 月 16 日以降に FAX お願い致しま

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 
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第 2435 回   №23 
2020 年 1 月 21 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） 
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す。 
→無事繋がりました。 
● 来週、1 月 21 日（火）は、理事の皆様は例会前

12 時～理事会が開催されます。 
● 1 月 28 日（火）の例会は、1 月 23 日（木）はチ

ャリティー音楽会へ振替となります。 
● 2 月 18 日（火）は夜間例会となります。18 時

30 分～天文館の蘭丸を予定しています。詳細は改め

てお知らせいたします。 
● ガバナー月信及びロータリーの友各 1 月号を配

付しております。 
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 会長 新年挨拶 

 
野井倉会長挨拶 

飯野幹事は、本日お休みのため来週挨拶を予定してい

ます。来週予定していた鹿児島東南 RAC 平間君の卓

話は平間君の仕事の都合により、2 月 4 日へ変更となり

ました。 
********************************************** 
青少年交換ホームスティの件 
上田平会員より 
●1 月 6 日～3 月 10 日まで「鹿児島サザンウインドロー

タリークラブ吉時真也会員」のお宅でお世話になってい

ます。 
●3 月 10 日～4 月 10 日まで別府会員のお宅でホーム

スティを予定しています。 
●4 月 11 日からがまだ決まっておりません。※ 
●最後の 1 か月は若松会員のお宅でホームスティを予

定としています。 
※前回例会後、4 月 11 日からお預かりいただける候補

の方が出てきました。 
今後話をつめていく予定です。詳細分かり次第改めてお

知らせいたします。 
●セザリー君は 5 月 12 日～17 日（日にち未確定）、ジャ

パンツアーとして東京へ行くツアーが地区で予定されて

います。

 

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 9 名 出席訂正率  
出席率 40.9%   

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

1/28 

→1/23（木）チャリティー

コンサートへ振替 

2/4 卓話 

鹿児島東南 RAC 

平間君卓話 

2/11 

祝日のため 

休会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

1/22 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  クラブ協議会 

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 

1/23 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 職場訪問例会 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ ★職場訪問例会 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブフォーラム 

1/24 

（金） 鹿児島 山形屋 
会員卓話 

ガラス作家 頌峰会員 

1/27 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 職業奉仕賞授与式 

1/28 

（火） 
鹿児島城西  鹿児島東急 REI 

★職場訪問例会 

バレル・バレープラハ 

1/27 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
クラブ協議会 


