
  

 

 

 

 
   
 
 
 

 

                                                 

  

 
 
 
 
 

6 月 23 日第 2445 回 
会長挨拶 

会長 野井倉 洋豪 
本日は 2019-20 年度ロータリー年度の最終例会です。

ご多忙中多数参加いただきありがとうございました。

今夜はまーがれっと会の皆様、ローターアクトの皆

様、米山奨学会学生、学友会の方参加いただきあり

がとうございました。 
長期にロータリー活動を続けていただいている宝来

会員（91 才。ロータリー暦 43 年）を長期に応援し

ていただいている奥様宝来弘子様に我々会員一同よ

り感謝状並びにサンロイヤルホテル夕食券をお送り

しました。次に長期に活動していただきましたが、

今回退会される上園哲生君に感謝状並びに金一封を

お送りしました。 
さらに今夜は中島秀樹・絹代プロによるラテン（ル

ンバ・チャチャ）モダン（タンゴ・ワルツ）を優雅

にデモンストレーションしていただきました。 

 
次に、又吉秀和（声楽）室屋麗華（ピアノ伴奏）様

による素晴らしい声楽をきかせてもらい皆感激させ

てもらいました。次に恒例の若松会員によるオーク

ションも多額の拠出金をいただき皆様にお礼申し上

げます。 
最後に当クラブの幹事の方々各委員会の方々のご協

力により無事今年度を終了することができましたこ

とを会員皆様に感謝いたします。さらに事務職に専

念していただいた萩原さえ子様にも感謝いたします。 
 
 
 
 
 
 
 

週 報 ロータリーは機会の扉を開く 

2020~2021 年度 RI 会長 ホルガー・クナーク 
(Herzogtum Lauenburg-Mölln ロータリークラブ＜独国＞) 

鹿児島東南ロータリークラブ        
会長 飯野 和男 幹事 東 則秋 副会長 居川 亮 
（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 
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第 2446 回   №1 
2020 年 7 月 14 日（火） 
 
本日のプログラム 会長・幹事新年度挨拶 

RI 第 2730 地区ガバナー   風呂井敬（鹿屋西 RC） 
鹿児島県市内ガバナー補佐  B グループ野井倉洋豪（鹿児島東南 RC） 

                   A グループ上川咲男（鹿児島南 RC） 

7 月 誕生日おめでとうございます。 
赤﨑正臣君（28 日） 

7 月 結婚記念日おめでとうございます。 
瀬戸口均君（1 日） 

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


ゲスト・ビジター紹介  
合同会社ソリッドワン 宮下信二様 
青少年交換留学生 上田平歩樹君 
米山奨学生 ニュンさん 
米山奨学卒業生 馮丹さん 
まーがれっと会の皆様 
鹿児島東南ローターアクトクラブから 
妙見美穂（みょうけんみほ）さん 
山田早穂（やまださほ）さん 
故山田会員ご家族 
山田悦子さん 
山田恵里佳さん 
 
会務報告 
●来週 6月 30日（火）は第 5週目のためお休みです。 

●7 月 14 日（火）は夜の例会を予定しています。詳

細改めてご案内いたします。 

●鹿児島市内12クラブ目のクラブが創立されました。 

鹿児島大学アカデミーロータリークラブの認証状伝

達式のご案内 

2020 年 7月 6日（月）17時～鹿児島大学工学部内稲

盛会館。登録料 10,000 円です。 

参加の方は、事務局までお声かけください。 

 
出席報告 

 
スマイル報告  
☆宮下信二様－7 月より入会式させていただきます。

よろしくお願いいたします。 
☆上園哲生君－コロナウィルス感染の影響で大変な

年度でしたが、野井倉会長・飯野幹事本当にご苦労

様でした。職業奉仕委員会での米盛病院のドクター

ヘリ発着場の見学は忘れられない経験となりました。

この最終例会で、今期限りで退会をさせて頂きます。

入会以来、22 年間お世話になりました。ありがとう

ございました。 
☆渡海谷宗宜君－会長・幹事１年間お疲れ様でした。

宮下さんの入会を心より歓迎します。 
☆中馬敏之君－野井倉会長・飯野幹事１年間ありが

とうございました。次年度もよろしくお願いいたし

ます。 
☆田代浩二君－宮下さんの入会を心より歓迎いたし

ます。 
☆瀬戸口均君－会長・幹事１年間お疲れ様でした。 
☆前田忠志君－１年間お疲れでした。次年度もよろ

しくお願いします。 
☆上田平重樹君－無事帰国しました。ありがとうご

ざいました。 
☆上原勝君－今晩の最終例会に同業の組合があり参

加できません。野井倉会長はじめ役員の方々、１年

間ご苦労様でした。 
☆東則秋君－会長・幹事１年間お疲れ様でした。 
☆平塚五郎君－野井倉会長・飯野幹事１年間ありが

とうございました。 
☆若松利秋君－野井倉会長・飯野幹事１年間ご苦労

様でした。 
☆山田悦子さん－今年度、最終例会お招きありがと

うございます。 
 本日計 47,000 円 累計 431,440 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 
 
 
 
 
 
 
 

上田平歩樹くんより帰国報告。 
 
 
 
 
 
 
 
ニュンさんへ奨学金授与。 

会員数 21 名 前々回出席者 12 名 
出席免除 1 名 メークアップ 3 名 
出席会員 16 名 出席訂正率 75.0％ 
出席率 80.0%   



 
上園会員へ感謝状授与。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宝来弘子様に感謝状並びにサンロイヤルホテル夕食

券授与 
 
本日のプログラム 最終例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平塚会員の乾杯でスタートしました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中島秀樹・絹代プロによる華麗なダンス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又吉秀和（声楽）室屋麗華（ピアノ伴奏）様による

素晴らしい声楽 
 
オークション報告 
収益 66,800 円 
支出 26,400 円（まーがれっと会他プレゼント代） 
残 40,400 円はローターアクト活動費とさせていただきま

す。 



 
飯野幹事の閉会の挨拶にて終了。 
********************************************** 
国際ロータリーホームページより 
国際キワニス、ライオンズクラブ国際協会、国際オプチミ

スト、国際ロータリーの合同声明 
世界のほぼすべての地域社会に深く根ざしながら、国際

キワニス、ライオンズクラブ国際協会、国際オプチミスト、

国際ロータリーの奉仕クラブは、新型コロナウイルス

（COVID-19）による影響に対応し、これを乗り越えるた

めに、互いや市民とのつながりを維持すべく安全な方法

で懸命に活動しています。私たちは、合わせて 320 万人

に上る会員ネットワークの強みを生かし、孤独や恐れを

感じている人びとに癒しと希望を与えています。また、私

たちがもつスキル、リソース、アイデアを結集して、命を

救うために前線で闘う保健従事者や第一対応者たちを

支援しています。 先行きが見えない中で、各地域の奉

仕クラブは、世界中の地域社会の回復と繁栄のために、

共に行動を起こし、かつてないほどの団結を図る革新

的な方法を見出すことに引き続き全力を注いでいます。

「新型コロナウイルスに対する世界的取り組みは、すべ

ての国での行動にかかっています。今こそ、行動人であ

る私たちが互いに手を取り、助けを必要とする人たちに

迅速な支援を提供するときです」（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）「これほ

どに規模が大きく重大なパンデミック（世界的大流行）で

は、世界中の市民が専門家の助言と警告に耳を傾ける

必要があります。私たちのすべての会員とボランティア

による活動・計画を続行しなければなりません。危機の

後には、政府や地方自治体による多くの社会・経済的

課題への取り組みを支援するために、私たちが迅速に

対応する必要があります。これらの課題は、危機が過ぎ

去った後に必ずやってくるでしょう」（2019-2020 年度国

際オプチミスト会長、エイドリアン・エルコック）「大きな課

題は、私たちの力を試すと同時に、結束をもたらします。

ライオンズは、安全に奉仕するための新しい方法を見出

しています。ライオンズクラブ国際財団は、新型コロナウ

イルスの感染急増に直面する地域社会を救うために 100
万ドル以上の補助金を授与しており、さらに毎日のように

補助金の申請が寄せられています。地域社会は奉仕ク

ラブを頼りにしています。私たちは地域社会と寄り添いな

がら、これまでのように支援し、地域の発展に尽くしてい

きます」（2019-2020 年度ライオンズ国際協会会長、ジュ

ンヨル・チョイ）「このような困難な時に、世界中で毎日の

ように勇敢な行為を目にします。自らの健康をリスクにさ

らして人びとのために仕事をする医療従事者や安全管

理者たちの尽力を皆で称えようではありませんか。教師、

スーパーの店員、宅配ドライバーなど、自宅にとどまるこ

とのできない職業に従事する無数の人たちに、キワニス

ファミリーから感謝申し上げます。友人や隣人の安全を

守るために、私たち皆が重要な役割を果たします。世界

保健機関（WHO）と地元保健当局の勧告、政府からの

指示に従ってください。どうか安全にお過ごしください

（2019-2020 年度国際キワニス会長、ダニエル・ビュニロ

ン） 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

7/21 

通常例会 

7/28 

通常例会 

理事会 12：00～ 

8/4 

通常例会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

7/15 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル  クラブ協議会 

鹿児島西 県民交流ｾﾝﾀｰ クラブ協議会 

鹿児島西南 ゆうづき 休会 

7/16

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ クラブフォーラム 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 休会 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブ協議会 

7/17 

（金） 

 

鹿児島 山形屋 休会 

鹿児島大学

アカデミー 鹿児島大学 休会 

7/20 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 会長・幹事就任挨拶 

7/21 

（火） 
鹿児島城西  鹿児島東急 REI クラブ協議会 

7/27 

（水） 
鹿児島

令和 
鹿児島東急 REI クラブ協議会 


