
  
 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  

 
 
 
 

1 月 21 日第 2435 回 
会長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 
前期の行事は無事おわりました。後期の行事につい

て幹事の飯野先生にお話をしていただきます。青少

年交換留学生のセザリー君も元気に学生生活を楽し

んでいます。またポーランドの上田平歩樹君も空手、

柔道等日本の伝統武道に参加、絵画等も作成し楽し

く過ごしているようです。 
次に次年度地区役員就任について 
地区ライラ委員会 居川会員  
地区ライラ委員会 山田早穂さん（RA） 
の要請がきていますが理事会にて了解いたしました。

ロータリーデーについて（ホストクラブ鹿兒島城西

RC）より連絡がきています。 
期日 2 月 29 日展示パネル 
環境に関する活動等 
各クラブの写真展示 
講演会 鶴丸城跡地に建立される「ご楼門」につい 

 
て、三木パストガバナーの講演が予定されています。 
場所：鹿児島県民交流センター（時間未定） 
最後に当クラブのインド小学生に対する文房具支援

のチャリティコンサートを 1 月 23 日（木）行う準 
備をしています。ロータリー関係の参加者が少なく

困っています。 
例会扱いとなっていますのでぜひ多数の参加並びに

お友達への呼びかけをお願いします。 
次年度運営に関する研修会が今期度々開催されてい

ますので逐次資料を整理してお知らせいたします。 
 
ゲスト・ビジター紹介  
青少年交換留学生セザリー君 
→2 月分のおこづかいをお渡しいたしました。 

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/ 

第 2437 回   №25 
2020 年 2 月 4 日（火） 
本日のプログラム 卓話 

鹿児島東南 RAC 平間君 

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） 

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

中馬敏之君（8 日） 前田忠志（8 日） 上田平重樹君（20 日） 
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会務報告 
● 来週 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 11 日（火）の例会は、祝日のため休会とな

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。 
 
出席報告 

 
スマイル報告  
☆飯野和男君－おそくなりましたが、おめでとうご

ざいます。車の免許の切り替えで期日が合わず、合

同新年会も木曜は診療で加治木のため、欠席となり

ました。すみませんでした。 
誕生祝い、ありがとうございました。 

本日計 4,000 円 累計 298,000 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 飯野幹事 新年挨拶 
上期においては、当クラブの活動は、他クラブと比して遜

色のないものでありましたが、第 2730 地区目標・計画の

達成にあたっては、 
① 童心とともに原点を大切にして変化を受け入れ目標

に向かおう  
② 女性会員が 10％未満のクラブは 10％以上に増強し

よう  
③ クラブ会員が 50 名以下のクラブは 10 名単位で会員

を増強しよう  
④ 姉妹クラブのないクラブは国内もしくは国外に姉妹ク

ラブを一つ作ろう  
⑤ 5 年間グローバル補助金を使用していないクラブは、

財団のグローバル補助金を使い国境を越えた恵ま

れない人々を支援する活動をしよう。 
のうち 2 つが達成されていません。当クラブは、平均年令

61.4 歳です。会員の半数が 60 歳を超えています。若い

方々の入会が望まれています。クラブの活性化にはぜひ

とも必要な要件です。 
私が入会した城西 RC はチャーターメンバーでしたが、

県PTA連合会会長に推されたためRC を離れましたが、

入会当時はワクワクドキドキしたものでした。RC 会員でな

い 3 か月前より西 RC の勉強会に毎週出席し、先輩方の

話をうかがいながら、新たな決意をもって 1985 年 RC を

はじめてからかなり変化して来ています。が、原点である

親睦、奉仕、勉強は変わりありません。積極的に会員増

強につとめたいと思っています。御協力よろしくお願い致

します。 

 
********************************************** 
理事会報告 2020 年 1 月 21 日理事会報告 
出席者：野井倉、飯野、別府、中馬、瀬戸口均 
委任状有：末吉、東、上園、居川、田中 
１ プログラムについて 
2/4 卓話 ローターアクト平間君 
2/11 建国記念日のため休日のため休会 
2/18 夜間例会 18：30～於：蘭丸 
2/25 会員卓話 
理事会 12 時～ 
3/3 未定 
3/10 未定 
3/17 未定 

会員数 22 名 前々回出席者 16 名 
出席免除 1 名 メークアップ 0 
出席会員 9 名 出席訂正率 72.7％ 
出席率 42.8%   



3/24 夜間花見例会  
オークション開催決定。 
理事会 18 時～ 
その他 
2/29 ロータリーデー（鹿児島県民交流センター） 
3/21-22 PETS（鹿屋市） 
2 風呂井がバナーエレクト事務所より、2020-21 年度地

区役員の就任のお願い（追加） 
地区ライラ委員会居川会員→承認 
地区ライラ委員会山田早穂さん（RA）→承認 
3 セザリー君の費用について 
鹿児島 SWR 吉時さん立替。定期代 12,200 円 
上田平会員立替。自転車保険代 3,990 円、靴代 4,212
円と 3,500 円。 
計 23,902 円 
→スマイルより支出 
4 ロータリーデーについて 

（ホストクラブ鹿児島城西 RC） 
2 月 29 日（土）に開催されるロータリーデーは、詳細不明

ですが、環境問題に関するパネル展を実施することにな

りました。 
→吹上浜清掃に関する写真等を提出することで決定しま

した。 
********************************************** 

1 月 23 日第 2436 回チャリティコンサート 
会長挨拶は後日記載いたします。 
 
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 298,000 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 チャリティーコンサート 
和田明 with 松本圭史 TRIO 

開場：19：00 
開演：19：30 
場所：キャパルボホール 

 
野井倉会長からの趣旨説明 

 

 

 
ジャズ演奏の様子 

会員数 22 名 前々回出席者 9 名 
出席免除 1 名 メークアップ 0 
出席会員 8 名 出席訂正率 40.9％ 
出席率 38%   



 

 
今回インド小学生に学用品支援を企画しましたところ多

数のご参加をいただき誠にありがとうございました。現地

よりサーヴォイの会日本ヨーガ療養学会理事長木村慧

心さまよりメールをいただきましたのでご報告いたしま

す。 
鹿児島東南ロータリークラブ 

チャリチィーコンサートにご参加皆様へ 
この度 野井倉洋豪会長の発案でインドの首都デリー

における学童と地方都市（ガナムクシュテワル市）の学

童たちに文房具等の支援をさせていただくことになりま

した。インドは経済成長の只中にありますが、しかし、学

業継続に困窮する家庭の児童も沢山います。皆様方の

ご支援があればその支援が可能になります。このチャリ

チィーコンサートの収益も含めて支援資金となります。な

にとぞ皆様方のご支援の程、よろしく、お願いします。有

り難うございました。 木村慧心 
********************************************** 
国際ロータリーホームページより 
ロータリーとゲイツ財団が 

ポリオ根絶資金の上乗せを延長 
ロータリーとビル＆メリンダ・ゲ

イツ財団は、1 月 22 日、ポリオ

根絶に年間 1 億 5000 万ドル

を投入するための長期パート

ナーシップを継続することを発

表しました。 
この提携の下、ロータリーは今

後 3 年間、毎年 5000 万ドルを拠出することを目標に掲

げ、ゲイツ財団がロータリーの拠出金に対して 2 倍額を

上乗せすることとなります。サンディエゴ（米国カリフォル

ニア）で開催中の 2020 年ロータリー国際協議会で流さ

れたビデオメッセージの中で、ビル・ゲイツ氏は、ロータリ

ーとのパートナーシップを継続する必要があると述べまし

た。「ポリオ根絶活動において、ゲイツ財団とロータリーと

の長年のパートナーシップは不可欠となってきました」と

ゲイツ氏。「このため、ロータリーの募金における 2 倍の

上乗せを延長することとしました」 
さらにゲイツ氏はこう続けました。 
「ともにポリオ根絶を実現できると信じています」 
この資金は、疾病のサーベイランス（監視活動）、技術支

援、予防接種活動の運営支援など、ポリオ根絶活動に

充てられます。 
ロータリーとゲイツ財団のパートナーシップによりこれまで

20 億ドルが生み出されたほか、1985 年にポリオプラス・

プログラムが開始されて以来、ロータリアンはボランティア

としてポリオ根絶活動に無数の時間を捧げてきました。 
 
 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

2/11 

祝日のため 

休会 

2/18 

夜間例会（於：蘭丸） 

18：30～ 

2/25 

会員卓話（未定） 

12 時から理事会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

2/5 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  外部卓話 

鹿児島西 山形 クラブフフォーラム 

鹿児島西南 ゆうづき クラブ協議会 

2/6 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 外部卓話 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ クラブフォーラム 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブフォーラム 

2/7 

（金） 鹿児島 山形屋 
★職場訪問例会 17：30～ 

城山ホテル鹿児島へ 

2/10 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 ゲスト卓話 

2/11 

（火） 
鹿児島城西  鹿児島東急 REI 祝日のため休会 

2/10 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 クラブフォーラム 


