
  
 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  

6 月 9 日第 2443 回 
会長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 
本日は、次年度国際 RC 地区ロータリー活動指針に

ついて飯野次期会長より具体的に説明していただき

ました。当クラブの次期活動指針にもこれらをふま

えて作成してください。また、当クラブの次年度の

奉仕活動、財団支援等について説明ありクラブ会員

全員参加にて意義ある例会を企画していただきたい

と考えます。次週例会は「今年度をふりかえる」を

予定しています。最終例会は 6 月 23 日です。楽しい

例会にしたいと思っています。 
多数の参加をお願いします。 
 
ゲスト・ビジター紹介  
今回はいらっしゃいません。 
 
会務報告 
●6 月 23 日（火）の最終例会は夜の例会となります。

サンロイヤルホテルで 18 時 30 分点鐘です。ご案内

お送りしております。 

●ロータリーの友 5 月号 6 月号の合併号を配布して

おります。 

出席報告 

 
スマイル報告  
☆上原勝君－結婚祝いいただきありがとうございま

した。     本日計 3,000 円 累計 380,440 円 
 
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 
 

本日のプログラム クラブ協議会 飯野会長エレクト 
（要約）地区方針 
次期がバナーは風呂井敬（鹿屋西 RC）税理士です。 
RI 会長ホルガ―・クナークはロータリー会員が変化を入

れることの必要性を強調し、この変化の機会をとらえてロ

ータリーを成長させ、より強く、適応力を高め、中核的価

値観によりそったロータリーとなることを話しされておりま

す。 

会員数 20 名 前々回出席者 休会 
出席免除 1 名 メークアップ  
出席会員 12 名 出席訂正率  
出席率 63.1%   

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 2444 回   №32 
2020 年 6 月 16 日（火） 
 
本日のプログラム 会長・幹事  
         今年度を振り返って 

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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2020～2021 年度 地区スローガンは 
「不易流行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応するク

ラブを」と掲げてあります。 
（地区目標） 
地区目標 
1）RI 会長テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の推進 
ロータリーとはクラブに入会するというだけでなく、無限の

機会への招待です。私たちのあらゆる活動がどこかで、

誰かのために機会の扉を開いています。 
2）RI 強調事項の推進 
新しい革新的なクラブモデルに取り組んでいただきたい

（地区）。・年 1 回少なくとも戦略会議を開き、5 年後にど

のようなクラブになっているべきか、ビジョンを達成するた

めにはどのようなステップを踏むべきか、私たちのクラブ

で会員はどのような価値を得ることが出来るか、新会員の

期待に応えるクラブであり新会員の面倒を見て積極的な

参加を促してください。ポリオ根絶活動の支援を継続し

ていきましょう。 
3）RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ 
4）新しい RI 戦略計画の推進 ロータリービジョン表明 
・より大きなインパクトをもたらす・参加者の基盤を広げ

る・参加者の積極的な関わりを促す・適応力を高める。 
5）会員増強・会員維持・クラブ拡大 
・女性会員や 40 歳未満の会員の入会推進・会員数の

51 名以上のクラブ純増 2 名以上、50 名以下のクラブ純

増 1 名以上・既存会員の維持・新クラブ(衛星クラブを含

む)拡大。 
6）新世代(青少年)育成の推進 
・インターアクト、ローターアクトクラブへの支援及び協力

の強化・若い職業人、若い世代のリーダーシップの養成

(RYLA の実施)・青少年交換、米山奨学生の更なる充

実・危機管理、学友委員会との連携 
7）奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付

等の推進 
8）米山奨学会への寄付推進 
9）ポリオ根絶への協力 
10）公共イメージ向上にむけて 
・地区クラブの IT 化を図り、マイロータリーの登録率

60％、クラブセントラル活用率 60％・地区ホームページ、

委員会活動を含めアーカイブとして充実を図る。 
11）研修の充実 

・地区会合への RI 元理事、RI 研修リーダーをはじめ多

くの講師を招聘。・会長エレクトセミナーへのＲＬＩ方式採

用。・3 年未満会員の研修。・元気なクラブづくりのための

ワークショップの開催(会員増強・財団・公共イメージ) 
・クラブ研修リーダーの選任。 
12）ロータリーデーへの参加 13）友好クラブ、姉妹クラブ

の締結推進 14）台北国際大会、地区大会、地区の各種

セミナー、各クラブ周年行事等への積極的参加 
・あらゆる会合に出席し、親睦、研修の機会を。 
15）地区財団活動資金の活用による地区補助金、グロ

ーバル補助金の充実 16）クラブビジョン策定の推進】 
・戦略計画委員会を組織表に明記し、戦略計画を基礎と

したクラブビジョンを策定。17）定款・細則の見直し 
・標準クラブ定款は 3 年毎に変更される。 
18）地区の効率化、会計の透明性、運営の合理化】 
申し上げるまでもなくロータリーは 
・ロータリアン同士の親睦を基盤に 
・お互いに切磋琢磨し人間性を高め 
・価値ある奉仕を通して 
・社会に奉仕する世界的な団体であります。 
価値ある奉仕の中で最も重要なものは職業奉仕ではな 
いでしょうか。またロータリーで不変なものは、ロータリー

の目的、四つのテスト、そして中核的な価値観である、親

睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップです。 

★記帳メーキャップ受付（11 時 30 分～12 時 30 分） 

6/23 

最終例会 18：30～ 

（於：サンロイヤルホテル） 

6/30 

休会 

7/7 

会長・幹事新年度挨拶 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

6/17 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  クラブフォーラム 

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 

6/18

（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 
★チャーターナイト 

18：30～ 
鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブ協議会 

6/19 

（金） 
鹿児島 山形屋 

各委員会引継会 

於：ジェイドガーデンパレス 

6/22 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 レディースデー例会 

6/23 

（火） 
鹿児島城西  鹿児島東急 REI 最終例会 

6/22 

（月） 
鹿児島

令和 

パレスイン 

鹿児島 
最終例会 


