
  
 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  

 
 
 
 
 

2 月 25 日第 2439 回 
会長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 
今日は 2 月の最終例会です。次期役員の方は次年度

事業計画の設定にとりかかってください。役員構成

も準備お願いいたします。 
本日の卓話は先日のインド学童支援奉仕活動の報告

です。昨年 8 月鹿兒島にこられた日本ヨーガ療法学

会理事長木村慧心先生と面談する機会があり、ロー

タリー国際奉仕の件相談しましたところ、インドで

ヨーガの修行普及並びに大学での講義によくゆく機

会があるので現地私立学校でアールヤマサジという

明治時代からインドの精神文化を西洋の文化と融合

させる運動をしている団体が、貧しい家のこども達

を無料で教育している学校があり、備品関係が不十

分と考えられ、教育関係備品関係リストをだすよう

に学校当局に要請していただきました。急遽当クラ

ブの援助資金準備のため チャリチィコンサートを 

 
1 月 23 日 Invention 企画にて開催。参加者 52 名、

収益金 128,100 円あり。その後インド現地との情報

交換にてデリー市内の私立小学校学童42名に文房具

等・毛布本棚・整水器等を寄贈。次にデリーより

100km 離れたところにあるヨーガ道場のあるガンジ

ス河沿いの小さな町ガナムクシュテスワル市にある

小・中学校 3 校へ弁当箱 300 個を寄贈して 2 月 6 日

帰鹿いたしました。学童たちも先生たちにも大変感

謝されました。本日その様子を動画にて供覧いたし

ます。 
今回の資金は約 30 万円でしたが、チャリチイコンサ

ートと個人のスマイルにて無事終了することができ

ました。今後も機会あるごとに国際奉仕活動を展開

していきたいと考えます。 
 
 

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/ 

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

別府雅之君（1 日） 野井倉洋豪君（1 日）  

第 2440 回   №28 
2020 年 3 月 17 日（火） 
本日のプログラム 卓話 

米山奨学生 ニュンさん 

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） 

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

井料長敏君（4 日） 宝来春巳君（24 日） 

mailto:info@tounanrc.jp
http://www.tounanrc.jp/


ゲスト・ビジター紹介  
伊勢南 RC 荻原ミユキ（おぎはらみゆき）さん 
→仕事で来鹿。山形屋で本日まで物産展に出店。 
鹿児島東南ローターアクトクラブより 
平間 知訓（へいまとものり）君 
妙見 美穂（みょうけんみほ）さん 
山田 早穂（やまださほ）さん 
 
会務報告 
● 2 月 29 日（土）は、鹿児島城西 RC がホストで 
ロータリーデー開催。 
時間：12 時 30 分～開場 13 時 00 分～開演（16 時

終了予定）／場所：鹿児島県民交流センター 2 階 

大ホール／文化講演会 三木靖氏「鹿児島城御楼門

復元の意味するもの」資料も配布しております。ご

確認ください。→2/26 延期の連絡有り。詳細未定。 
●3 月 24 日（火）は、夜間花見家族例会を予定して

います。チャリティーオークションも開催いたしま

す。詳細は改めてご案内いたします。 
 
出席報告 

 
スマイル報告  
☆荻原ミユキさん（伊勢南 RC）－本日は、よろしく

お願い致します。 
☆上田平重樹君－皆様のおかげで息子もポーランド

を楽しんでいます。グルジョンツ※では、中国人も居

なくてアジア系は 1 人ということで、全くコロナの

話もでないようです。 
本日計 3,000 円 累計 310,000 円 

※グルジョンツはポーランド、クヤヴィ＝ポモージェ県の都市。ポー

ランドの首都ワルシャワから北西へ 200km の位置にあります。  

 
RA スマイル報告  
☆東則秋君－ローターアクトが 3 名来ておりますの

で、スマイルします。 
本日計 2,000 円 累計 112,500 円 

本日のプログラム 会員卓話 野井倉会員 

 
 

 
インド訪問報告 

********************************************** 
鹿児島東南ローターアクトクラブより 

 
2020 年 5 月 24 日（日）に開催する、交流会の告知。 
場所：屋台村 
時間：12 時 30 分～17 時 00 分まで 
対象：20 歳～29 歳の男女。 
→3/7 延期の連絡有り。詳細未定。 
********************************************** 
理事会報告 2020 年 2 月 25 日 
出席者：野井倉・飯野・別府・東・瀬戸口均・田中 
委任状有：中馬・末吉・上園           （継承略） 
1 プログラムについて 
3/3 会員卓話 
3/10 卓話 鹿児島南 RC 上川会員 
→上記 2 日程は、クラブ定款第 8 条第 1 節（C）【全地域

にわたって流行病もしくは災害が発生した場合】に基づ

き中止となりました。2/28 及び 3/4 に会員皆様へ連絡い

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 11 名 出席訂正率  
出席率 50%   



たしました。 
3/17 卓話 米山奨学生 ニュンさん卓話 
理事会 12 時～ 
3/24 夜間花見家族例会 18：30～ 
3/21-3/22 に志布志で開催が予定されていた PETS（会

長研修）は、延期となりました。 
4/7 PETS 報告 
4/14 クラブ協議会 理事・委員会打ち合わせ 
4/21 夜の例会 親睦委員会担当 
理事会 18 時～ 
4/28→4/26（日）吹上浜清掃へ振替 
2 2020-21 年度（飯野年度）役員構成 
→承認。 
以下、継承略で記載いたします。 
理事会 
1 会長 飯野 和男 
2 幹事 東 則秋 
3 副会長 居川 亮 
4 理事 上原 勝 
5 理事 別府 雅之 
6 理事 田中 啓悟 
7 理事 田代 浩二 
8 理事 瀬戸口 均 
9 理事 末吉 重栄 
10 理事 中馬 敏之 
役員 
会長 飯野 和男 
直前会長 野井倉 洋豪 
幹事 東 則秋 
副幹事 未定 
会計 居川 亮 
監査 中馬 敏之 
委員会構成 
クラブ管理運営委員会 
委員長 居川 亮 副委員長 田中 啓悟 
親睦委員会 
委員長 別府 雅之 副委員長 渡海谷 宗宜 
委員 前田 忠志 上田平重樹 宮嵜 義之 
ロータリー研修・情報 
委員長 末吉 重栄 副委員長 平塚 五郎 
委員 上園 哲生 

出席委員会 
委員長 田代 浩二 副委員長 宝来 春巳 
委員 渡海谷 宗宜 
プログラム委員会 
委員長 中馬 敏之 副委員長 末吉 重栄 
委員 上田平 重樹 
奉仕プロジェクト委員会 
委員長 東 則秋 副委員長 上原 勝 
職業奉仕委員会 
委員長 居川 亮 副委員長 上原 勝 
委員 渡海谷 宗宜 上園 哲生 
社会奉仕委員会 
委員長 瀬戸口 均 副委員長 田代 浩二 
委員 田中 啓悟 上園 哲生 
国際奉仕委員会 
委員長 若松 利秋 副委員長 別府 雅之 
委員 上田平 重樹 
青少年奉仕委員会 
委員長 東 則秋 副委員長 上田平 重樹 
委員 居川 亮 
会員増強委員会 
委員長 上原 勝 副委員長 別府 雅之 
委員 田中 啓悟 田代 浩二 瀬戸口 均 上園 哲生 
公共イメージ・広報委員会 
委員長 大石 裕一郎 副委員長 中馬 敏行 
ロータリー財団・米山記念奨学委員会 
委員長 野井倉 洋豪 副委員長 井料 長敏 
SAA 中馬 敏之 副ＳＡＡ 渡海谷 宗宜 
夜の SAA 前田 忠志 
地区役員 ガバナー補佐 野井倉 洋豪 
地区 RA 委員 東 則秋 
地区ライラ委員 居川 亮 
3 瀬戸口勇さんより、2 月 3 日に退会の申し入れ。 
下期に入ってからの申し入れのため、下期の地区納入

資金及び国際ロータリー資金はすでに納め済み。 
→地区納入資金及び国際ロータリー資金・クラブ会費 1
月分請求する。 
4 その他 
（1） 事務局について 

故山田会員の長女恵里佳（えりか）さんより、事務局

をぜひやりたいと申し入れあり。 



6 月まで現会社勤務。 
7 月いっぱいで引継。 
→引継期間 時給 900 円 
8 月より月額 80,000 円（週 21 時間以上勤務であれ

ば雇用保険有り。交通費・健康保険無し。） 
（2） 定款改正・例会の数検討 

情報委員会へ戦略委員会を含ませる。 
********************************************** 
メッセージ 
2019-2020 年度国際ロータリー会長 
マーク・ダニエル・マローニー 
2020-21 年度国際ロータリー会長 
ホルガー・クナーク 
現在、新型コロナウイルス（COVID-19）が私たちの生活

のあらゆる側面にリアルタイムで影響を及ぼしており、ロ

ータリアンは通常とは異なる事態に直面しています。「世

界を変える行動人」 として自由に動き、会合を開き、支

援の手を差し伸べて世界に関与できることが最善の状態

ではありますが、目下の状況では、一緒に学び、成長し、

そして奉仕することが非常に困難となっています。 
リーダーシップが求められる今日、私たちは地域社会の

リーダーとなっており、多くの点において今こそ私たちが

必要とされるときとなります。私たちはこれまで、助けを

必要としている人びとに迅速に支援を提供するため、行

動し、協力する能力を証明してきました。それはまさに、

現在の世界で必要とされているスキルです。新型コロナ

ウイルスに対する世界的な取り組みは各国での行動に

かかっており、ロータリーには、すべての国と地域社会

で、それらの行動を前進させるための能力が備わってい

ます。ロータリアンは、ロータリークラブ、ローターアクタ

ー、インターアクターと協力し、あらゆる技術を駆使して

大きなプロジェクトに取り組むことができます。実際、保

健当局が必要とされる情報を伝えたり、必要な機器や支

援を提供したりする際に、ロータリークラブが力となる例

が数多くあります。ロータリー会長、そして会長エレクトと

して、私たちは今後のロータリー行事に関して極めて真

剣に検討を行ってきました。ご存じかもしれませんが、私

たちは国連との協力関係に焦点を置いた二つの会長主

催会議（それぞれパリとローマが開催地）を中止すると

いう困難な決定を下しました。また、ロータリー地区とクラ

ブには、国や地元の保健当局の勧告に従って、近く開

催予定の会合や行事を中止または延期することを推奨し

ております。  
この困難な状況において、すでに多くのクラブや地区が、

テクノロジーを賢明に駆使し、それぞれの地域社会でリ

ーダーシップを発揮する機会を見出しています。例とし

て、イタリアの E クラブは新型コロナウイルスへの認識向

上を目的としたオンラインセッションをライブ発信し、台湾

のクラブは企業や薬剤協会と連携して手の消毒液ボトル

1600本を基隆市に提供し、スリランカでは保健推進局に

よるウイルス対策メッセージの配信を援助するため複数ク

ラブがソフトウェアとハードウェアのアップグレードを支援

しています。 ウイルスの状況が今後どのような経路をた

どるのかはまだ分かりません。私たちは、保健システムに

よる課題への対応を可能にするために、短期的に症例

数を減らすための役割を果たすことができるでしょう。もし

世界の力を集結して現況の制御に役立つことができれ

ば、願わくば、ホノルルで開催される 2020 年ロータリー

国際大会で、私たちの中核的価値観をあらためて心に

刻むことができることでしょう。そこで私たちが共に過ごす

時間は、これまで以上に大きな意味と目的をもつことでし

ょう。 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

3/24 

夜間花見家族例会 

18：30～ 

4/7 

PETS 報告 

 

4/14 

クラブ協議会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

3/18 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  例会開催予定 

鹿児島西 山形 休会 

鹿児島西南 ゆうづき 休会 

3/19 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 3 月例会中止 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 3 月例会中止 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI 休会 

3/20 

（金） 
鹿児島 山形屋 3 月例会中止 

3/23 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 3 月例会中止 

3/24 

（火） 
鹿児島城西  鹿児島東急 REI 例会開催予定 

3/23 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
3 月例会中止 


