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ゲスト・ビジター紹介
会長

野井倉

洋豪

今回はいらっしゃいません。

6 月 2 日より定期的に例会が開催されることが期待

されます。次年度事業計画等各委員長さんは決定し

会務報告

てください。次に理事会の報告をします。1）社会奉

●6 月 23 日（火）の最終例会は夜の例会となります。

仕活動の「吹上浜清掃」続行すること 2）誕生祝い・

サンロイヤルホテルで 18 時 30 分～予定しておりま

結婚祝いも従来どおり続行すること 3）ロータリーア

す。詳細改めてご案内致します。→6/2 ご案内お送り

クトの「地区大会の開催」
「ライラの準備」について

しました。

クラブとして応援すること 4）宮嵜会員の異動退会と

●ガバナー月信 4 月～6 月号を配布しております。

新支店長の入会にて会員数 21 名となりました。5）

5 月号の 5 ページに鹿児島東南 RAC、6 月号の 5 ペー

今回青少年交換長期留学生の父親―当クラブ会員

ジに鹿児島東南 RC の記事が掲載されています。

上田平君より青少年交換事業等の活動の費用として

●ロータリーの友 4 月号を配布しております。

50 万円の寄贈を当クラブにしていただきました。こ

ロータリーの友社は、現時点在宅ワークを継続中の

れは特別会計を設け、管理することが決定。6）次年

ため 5 月号及び 6 月号は合併号となり作成が遅れて

度予算案、プログラム案が提示されました。7）次年

いるとのことでした。

度クラブ理事会、役員構成、委員会名簿が提示され
ました。8）会員減少が止まりません。新規会員の勧
誘をお願いいたします。
6 月 23 日最終例会をサンロイヤルホテルにて開催い

たします。家族の方々、マーガレット会会員の方々、
アクト関係の方々等多数の参加をお願いいたします。

出席報告
20 名

前々回出席者

出席免除

0名

メークアップ

出席会員

15 名

出席訂正率

会員数

出席率

75%

休会

スマイル報告

ているこの絶好の機会に行動を起こさなければなりませ

☆田代浩二君－誕生日を祝っていただきました。あ

ん。とサンディエゴで開催された 2020 年 1 月 20 日に講

りがとうございます。まだお肉は届いていませんが、

演されたそうですが、御承知の通り新型コロナウィルスの

家族で食べたいと思います。

世界的蔓延により当クラブも 2 ヵ月有余の例会が中止と

☆別府雅之君－青少年交換費用をスマイル致します。

なり、新会長の研修である PETS も、地区研修協議会も

☆末吉重栄君－誕生祝い！結婚祝い！ありがとうご

各種クラブリーダーの研修（地区会員増強セミナー、地

ざいました。とうとう後期高齢者の仲間入りとなり

区ロータリー財団セミナー、地区公共イメージセミナー、

ます。

補助金管理育成セミナー、ローターアクト地区研修、地

☆井料長敏君－誕生祝いと結婚祝いをいただき、有

区指導者育成セミナー等）は全て中止となりガバナーエ

難うございました。82 歳になり、まだ野菜作りを続

レクト風呂井氏とも面会できていません。新会長、ガバナ

けています。

ー補佐には研修の代わりに CD、文書が送れる自己研

☆寳來春巳君－①結婚祝い有難う（3 月 24 日）
。結

修が課せられました。

婚 61 年。仲良く暮らしています。②誕生祝いありが

「RI 会長ボルガ―クナートエレクトの講演要旨」

とう（5 月 1 日）。91 歳になりました。人生 100 年時

・ロータリーは素晴らしい状態にあり、財務も健全である。

代ぼちぼち進んでいきます。

・財団は、世界で最高の慈善団体の一つに数えられて

☆野井倉洋豪君－青少年交換費用スマイル致します。

いる。

本日計 51,440 円

累計 377,440 円

・アジアのロータリアン数が北米のその数を上回っている
がこの傾向が続けばリスクもある。人口の高齢化が進む

RA スマイル報告

今回はございません。
本日計 0 円

累計 114,500 円

地域でロータリーが衰退し、老齢化している。
・何もせずにこれまでの功績に満足していることはできま
せん。デジタル革命が私たちにもたらした打撃は、予想

本日のプログラム クラブ協議会 飯野会長エレクト

をはるかに超えている（写真のコダックが倒産した）。
・今の若者は、奉仕を楽しみ、活動的でありたいと望んで
います。この傾向をローターアクトに見ることができます。
ローターアクトはテンポが速く、より活動的です。
・課題に立ち向かい、ローターアクターや若い職業人に
ロータリーの扉を開こうではありませんか。
・どの新会員も私たちを少しだけ変えてくれます。新しい
視野と経験をもたらしてくれます。

2020-21 年度 RI 会長にエルガークナーク氏

・新しい人と出会い、その人たちにロータリーを楽しんで

（Herzogtum Lauenburg-Mölln ロータリークラブ所属

もらうことは、私たち自身にとっても楽しみであることを忘

ドイツ）が務めることとなりました。

れてはなりません。

エルガークナーク氏は不動産業を営む「Knaack KG」

・楽しむための一番の方法は、皆が集まることです。私た

の CEO で国際ロータリークラブの各種委員、委員長、ゾ

ちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持

ーンコーディネーター、研修リーダー、地区ガバナー等

続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合っ

を歴任されているそうです。

て行動する世界を目指しています（ロータリーのビジョン

ロータリーの成長に対するマーク・マロニー会長の意志

声明の最初の一語）。

を受け継ぎ新たな課題に立ち向かうため数字を掲げず、

・ロータリーの新しい行動計画の要は、ロータリーの成長

有機的にかつ、現会員を維持し、クラブにふさわしい新

でありデジタル時代にロータリーが適応する一助となるこ

会員を募れるか、いかに組織を強くできるか、ポリオ根絶

とです。少なくとも年に 1 度、戦略会議を開いていただき

の取り組みによって世界でロータリーへの認識が高まっ

たい。

・ロータリーは、奉仕プロジェクトを実施し、やり遂げる機

7/21 委員会活動計画

会を与えてくれます。これらは、意義があり、持続可能な

7/28 委員会活動計画

プロジェクトです。ロータリーでは、寄付だけでなく、奉仕

12 時～理事会

活動も行い、その奉仕がもたらす持続可能なインパクトを

8/4 会員増強フォーラム

この目で見ることができます。

8/11 休会

・ロータリーはリーダーシップの機会を与えてくれます。

8/18 二火会（予定）

私たちは皆、新しい大きな責務を引き受けました。これは、

8/25 未定

自分自身の栄光のためでなく、ロータリーのために、ロー

12 時～理事会

タリーのネットワークを強化する機会です。人びとのため

8 月上田平会員ご子息歩樹君の卓話を入れる予定。

にリーダーシップへの道を切り開いてあげることこそ、真

2 2020-21 年度（次年度）について

のロータリーの理念であり、そうすることで皆さん自身がよ

⑴ 予算について

り効果的なリーダーとなります。

現在の会員人数のままだと赤字。赤字の場合はス

2020-21 テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」

マイル通帳より補填。

私たちがここに来たのは、ロータリーがもたらす機会を信

⑵ 誕生祝い、結婚祝いについて

じているからです。それは、ほかの人びとにとっての機会

次年度も継続

であり、私たち自身にとっての機会です。奉仕の行いは、

⑶ 吹上浜清掃について

その大小にかかわらず、助けを必要とする人たちのため

次年度も継続。担当は、瀬戸口会員、

に機会を生みだすものであると信じています。

⑷ ライラについて（地区より、鹿児島市内グループ担

新 RI 会長はロータリー会員は年令、職域を問わず多様

当、ホストクラブ鹿児島東南 RC と連絡有り）

性があって四つのテストを実践し持続可能で奉仕の理想

4 月開催予定。市内クラブより分担金 1,000 円@会

を実現する、リーダーシップの理念を育て教育し、助けを

員数集金について、市内会長幹事会に議題提出

必要とする人々に無限の奉仕の機会の扉を開くとして

する。→提出済。6/9 市内会長幹事会開催。

2020-21 のテーマを決められたそうです。

3

その他
⑴ 青少年交換資金として上田平会員より 50 万円の

新旧理事会報告 2020 年 06 月 02 日（火）

寄付入金あり。上田平会員より以下 2 点。

2019-20 年度

・今回の青少年交換でクラブにおいてかかった経費

出席者：野井倉 飯野 別府 中馬 末吉 東 瀬戸口

を補うこと。

居川 田中

・今後の青少年交換関係での費用を補うこと（留学

委任状有→上園

生費用、研修やカウンセラー関係の費用なども含む）

2020-21 年度

→青少年交換用の通帳を作成管理すること。6 月 3

飯野 東 居川 上原 別府 田中 田代 瀬戸口 末吉

日作成完了。

中馬

⑵

1 プログラムについて
6/2 クラブ協議会
12 時～新旧理事会
6/9 クラブ協議会
6/16 会長・幹事挨拶

委員会別例会
6/23 最終例会 18：30～於：サンロイヤルホテル
7/7 会長・幹事 新年度挨拶
7/14 夜間例会

宮嵜会員（鹿児島銀行）異動のため退会。次の
支店長宛入会申込書を送付済み。

**********************************************
4 月～5 月 誕生日の皆様

額を上乗せして拠出することを申し出ました。チームはこ
の資金で水タンク 100 台購入し、さらにタンク納入業者
からも追加 100 台の寄付を確保しました。金属製の台に
設置されたこの水タンクは 100 リットルを貯水でき、下部
には真ちゅう製の蛇口が取り付けられ、せっけん置きも備
えています。対策チームはこの手洗い場をキリフィ、モン
バサ、ナイロビの各所に設置し、現在は国家衛生局と協
力して次の支援地を絞り込んでいます。現在、トラックで
タンクの交換をしていますが、当局は配管して水を補給
**********************************************

する方法を検討しています。ロータリアンと共に奉仕プロ

国際ロータリーHP より「ケニアのロータリアンが

ジェクトに参加する市民から成るグループ「ロータリー地

コロナの感染拡大阻止に乗り出す」

域社会共同隊」は、現地の人びとに効果的な手洗いの

ケニアのナイロビでは市民の 80%近くが無認可居住区

方法を教えながら、人びとが手洗いのために戻ってくる

で生活しています。そこでは、日雇い労働者ら複数の世

回数などのデータも収集。また、ケニア都市部のスラム街

帯が一つ屋根の下で暮らす光景も珍しくありません。店

で少女や女性の支援、擁護、教育に取り組む市民団体

員や建設作業員、家庭内労働者として稼いだわずかな

「Shofco」とも連携し、手洗い場の監督を行っています。

お金で日々を生き抜くこれらの人たちは、狭い空間で 8

さらに対策チームは、手洗い場に来た人びとから、食料

人もの人が料理や宿題、食事、睡眠といった生活を共に

が不足している家庭に関する情報を集めています。在宅

しています。経済的に余裕のない多くのケニア人にとっ

勤務命令が出されたことにより、日雇い労働者たちは生

て、ソーシャルディスタンシング（人との距離を空けること）

計を立てられなくなっているとマネクさんは指摘します。

は、言わば「ぜいたく」です。「北米などで発生している新

そこでクラブは、日雇い労働者らに砂糖、トウモロコシの

型コロナウイルスの大流行がケニアでも起これば、悲惨

粉、米、平豆、塩、石鹸などが入ったパッケージを配布し

な結果となるでしょう」。ソーシャルディスタンスの難しさを

ています。

指摘しつつ、こう語るのは、ムサイガ・ロータリークラブ会
員のギータ・マネクさん（ロータリー財団管理委員エレク
ト）です。「予防策を徹底し、ウイルスに感染しないよう必
至にがんばっています」世界保健機関が新型コロナの
パンデミック（世界的流行）を宣言した直後、ロータリー
第 9212 地区（エリトリア、エチオピア、ケニア、南スーダ

★記帳メーキャップ受付なし。
6/16
6/23
会長幹事挨拶
最終例会 18：30～
次年度委員会打ち合わせ
（於：サンロイヤルホテル）

月/日

クラブ

例会場

プログラム

6/10
（水）

鹿児島南
鹿児島西
鹿児島西南
鹿児島東
鹿児島北

サンロイヤル
山形
ゆうづき
ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ
ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ

鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

鹿児島

山形屋

外部卓話
クラブ協議会
クラブ協議会
クラブ協議会
クラブ協議会
クラブ協議会
各委員会引継会
於：ジェイドガーデンパレス

鹿児島中央

山形屋

鹿児島城西

鹿児島東急 REI

鹿児島
令和

パレスイン
鹿児島

ン）ガバナーのジョー・オティンさんは、全地区にまたが
る対策チームを立ち上げました。ナイロビ-イースト・ロー
タリークラブのジョー・カマウさんがリーダーを務めるこの
チームは、地区内のクラブと連携し、手洗い場の設置、
職を失った世帯への食事の支援に加え、人びとに配布
する防護具を購入するためのファンドレイジング（資金
調達）を行いました。「まず何から始めようか、とカマウさ
んが尋ねたので、手洗い場の設置から始めようと答えま
した」。対策チームメンバーのマネクさんはこう回想しま
す。マネクさんは、エチオピアとケニアでファンドレイジン
グの先頭に立ち、20 日間で 21,000 万ドル以上を調達。
さらに、集まった寄付に対してケニアのプライム銀行が同

6/30
休会

6/11
（木）
6/12
（金）
6/15
（月）
6/16
（火）
6/8
（月）

次年度委員会別打合わせ
クラブフォーラム
クラブ協議会

～お詫び～
田代会員（5 月 2 日）結婚記念日の記載が漏れておりました。
大変失礼いたしました。事務局

