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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）
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本日のプログラム
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野井倉ガバナー補佐訪問

Fax 259－1622

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/

7 月 14 日第 2446 回
会長挨拶

いては、活動要綱に記載してあるようにガバナー公
会長

飯野

和男

式訪問を成功裡に終了させるとともに、新入会員を

日本ロータリー100 周年を迎え、会長の任にあたり、

多数あたたかく迎え入れ、クラブの活性化をはかる

東南ロータリークラブの発展に寄与したいと考えて

こと、10 月には公式訪問と志學館大学模擬面接、奨

います。

学生を対象とした姶良カルデラの歴史探訪、地区大

新入会員に多数参加してもらえるように会員増強、

会への参加、11 月アクトの地区大会支援、４月ライ

会員同士の親睦を基本に新しい行動計画を作りたい

ラへの協力、台湾での国際大会への参加等ガバナー

と思います。戦略計画委員会を設け、行動計画の立

補佐を得ながら頑張ろうと思います。

案をし、組織・会員・プロジェクト支援者、さまざ

さて、私は昭和 18 年 1 月、台湾台北市旭町にて出

まな機会、ロータリーのビジョンを支える活動を導

生いたしました。その年の 10 月には学徒出陣が始ま

くことで過去を称えるとともに未来を受け入れるこ

った年です。昭和 21 年佐世保に引き揚げて、そのま

とで戦略的優先事項を決め支援をお願い致します。

ま父の故郷・志布志に 2 年程お世話になり、昭和 23

3 度目の会長就任ですが、今年度は親睦をより深め
るために各位に自己紹介とともにクラブに対する希
望や、実行したい事柄について卓話をしていただき
CLP により５グループによる会合を持ってもらいた
いと思います。入会３年未満の会員は地区大会、協
議会に参加してもらい、情報を共有し楽しい例会に
しましょう。
鹿児島東南ロータリークラブの今年度の目標につ

年鹿児島に父は居を構えましたが、仕事は志布志で
続け亡くなる平成 2 年まで頑張ってくれました。

昭和 24 年はまだ戦後間もない頃で、今訪れている

会務報告

分散登校、ソーシャルディスタンスは当時盛んにと

●ガバナー月信 7 月号及びロータリーの友 7 月号配

られていました。コロナウィルスのせいではなく、

布しています。

私の通った城南小学校は洲崎小学校と呼ばれていま

●鹿児島県赤十字血液センターより ABO ネットを配

したが、松原小、山下小が焼け 3 校が城南小に統合

布しております。

され、午前午後に分かれ授業がありました。昭和 27
年に荒田小が中州、武の 2 校から別れ再建されまし

出席報告

たので転校いたしました。荒田小は戦後の傷あとが

会員数

残り、毎朝児童は校庭の石ころ、がれきを両手を広
げ拾い集めました。整備が進み、運動ができるよう
になりました。

22 名

前々回出席者

休会

出席免除

0名

メークアップ

名

出席会員

12 名

出席訂正率

％

出席率

当時はベビーブームで父兄会(後の PTA)の協力も
弱く、指導する先生方も教え子を戦地に送ったこと

72.7%

スマイル報告

から力強く指導されることもなく、ひたすら復興に

☆野井倉洋豪君－出席率 100％表彰ありがとうござ

努めました。育った志布志は山間部で海にも近かっ

います。今後も出席 100％を目指したいと思います。

たのですが、と云っても歩いて２時間以上かかった

☆飯野和男君－野井倉先生 1 年間ありがとうござい

そうです。今は車で 15～16 分で着きますが、松木林
等、雑木林が散在していたそうです。
鹿児島交通発生の地でもあります。朝鮮戦争の特
需により枕木の輸出で陸上・海上の交通網を整備し
てもらいました。
鹿児島東南 RC の特徴(個性)
長所
・規模が小さいため、機動力のある活動ができる、
退会者への配慮をしクラブのイベント、誕生祝、結
婚祝等への協力
・新しいことをするときに、意思統一が図りやすい。

ました。感謝の会、アクト、その他気づかない事柄
もすぐ実行にうつされクラブ一同助かりました。後
を受けて 1 年間よろしくお願い致します。2730 地区
よりフェースガードと保護衣を各開業医に頂きまし
た。
☆東則秋－1 年間よろしくお願いします。
☆中馬敏之君－新年度が始まりました。飯野会長、
東幹事 1 年間よろしくお願い致します。
☆井料長敏君－飯野会長、東幹事今年もがんばって
下さい。
☆平塚五郎君－飯野会長、東幹事、野井倉ガバナー

委員長さん方がやるべきことに精通している

補佐 1 年間よろしくお願い申し上げます。

・会長、幹事等の歴任者が多く、組織や地区に精通

☆別府雅之君－新会長・幹事 1 年間よろしくお願い

している
・アクトへの理解が深い
短所

します。
☆渡海谷宗宜君－新会長・幹事 1 年間よろしくお願
いします。

・会員数が少なく活気が失われがち

本日計 19,000 円

累計 19,000 円

・奉仕活動の規模や内容が限られた会員の負担がか
かる
・会費収入が少なく、財政的に厳しい。

RA スマイル報告
今回はございません。
本日計

ゲスト・ビジター紹介

今回はいらっしゃいません。

0円

累計

0円

2019-20 年度出席率 100％表彰

幹事挨拶

チャーターナイト報告

会長 飯野 和男

7 月 6 日に鹿児島大学アカデミーロータリーク
ラブのチャーターナイトに出席してまいりました。
当日は大雨で風呂井ガバナーの出席も、直前ガ
バナー喜島健一郎氏の出席も市長も出席かなわず、
記念講演者の宮崎大学学長・池ノ上

克氏もどう

なるかと思っていました。学長は３時間余りをか
けて清武より高速道、一般道を行き来して到着さ
れたそうです。風呂井ガバナーも報道でお分かり
地区委員委嘱状授与

のようにあちこち寸断され御来鹿かないませんで
した、とのことでした。

本日のプログラム
会長・幹事新年度挨拶

認証状伝達式は滞りなく終了し記念公演にうつ
り、池ノ上宮崎大学学長の生い立ちや、五つ子誕
生のいきさつについて米山奨学会のありがたさに
ついて話されました。
氏は南カルフォルニア大学医学部産婦人科周産期
医学部門に留学され、その後カルフォルニア大学
アーバイン校産婦人科に留学され帰鹿し、鹿児島
市立病院にて五つ子誕生に立ち合い、徳之島の五
つ子も誕生させ一躍市立病院を日本一の有名病院
にしました。
鹿大医学部卒業後、大学に残らず市立病院に行か
れたのは外西先生の強い勧誘によるもので外西先
生(当時鹿児島西ロータリークラブ)が米山奨学会

会長挨拶

の件を話され応募されて留学したそうです。米山

奨学会がなければ五つ子も、当時最下位だった乳

いる」とエリアス氏。「世界、特に私たちがポリオの追跡を

幼児(新生児)死亡率も向上させられなかったとの

行ってきた貧しい国々が、今その恩恵を受けています。

ことです。先生の努力が実った快挙だと思いまし
た。鹿児島大学アカデミーロータリークラブの誕
生にふさわしい講師陣たちだったと感じました。

30 年以上にわたって築かれてきたポリオ根絶活動のイン
フラから、私たちは大きな恩恵を受けているのです」その
ほかのパネリストには、ヘンリエッタ H. フォア氏
（UNICEF 事務局長）、レベッカ・マーティン氏（米国疾

学長は宮崎ロータリークラブの会員でもあり宮崎

病対策センター グローバルヘルスセンター ディレクタ

大学アカデミーロータリークラブの顧問でもあり

ー）、ブルース・アイルワード氏（世界保健機関 事務局

ます。

長付シニアアドバイザー）などがいました。エミー賞受賞

**********************************************

歴のあるテレビジャーナリスト、アリーシャ・デービス氏が、

国際ロータリーホームページより

新型コロナウイルス対応にあたる世界中のロータリー会

－マーク・マローニーRI 会長

員の動画コラージュを紹介しました、またデービス氏は、

ロータリー会員の活動分野として「環境」の重要性が増し

オンライン例会を取り入れている会員へのインタビューも

ていることを受け、大会の直後、ロータリーは新たに「環

行いました。ホルガー・クナーク RI 会長エレクト（7 月 1

境の保全」を重点分野の一つとすることを発表しました。

日に会長に就任）は、先行きが不確かな状況にクラブが

マローニー氏はまた、自身が会長に就任した 1 年前、

引き続き対応し、革新を図る必要性を強調しました。

「行動計画」として知られるロータリー戦略計画の目標の

「（対応と適応は）革新を図り、経験から学ぶための多く

一つである「適応力を高める」をロータリーが強調してい

の新たな機会をもたらします」とクナーク氏。「この瞬間を

たことに触れました。「私たちは今、必要に迫られてこの

とらえ、最大限に生かそうではありませんか。学んだこと

計画を実行しています」とマローニー氏。「例会の枠を超

を礎としてロータリーが成長し、新しい現実を受け入れ、

えた参加を広げることによるロータリーの成長について、

新しい人びとを迎え入れ、ロータリーが輝き、世界にイン

私たち皆の理解が深まりました」マローニー氏のほかにも、

パクトをもたらし続けるための、新しくより良い方法を見出

数多くの世界的リーダーやパートナー団体の代表者が

す機会として」

登場し、新型コロナウイルス流行の中でいかに互いが助
け合い、結束しているかを語りました。アントニオ・グテー
レス国連事務総長は、動画メッセージの中で、社会を弱
体化させている問題への解決策を協力して見出す必要

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
7/28
8/4
8/18
委員会活動計画
会員増強フォーラム 二火会 18：30～
理事会 １２時～

性を訴えました。「ポリオの根絶や世界の人びとの生活

月/日

クラブ

例会場

向上、恵まれない人たちの苦しみの緩和、そして、より

7/22
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

祝日休会

鹿児島西

県民交流ｾﾝﾀｰ

祝日休会

鹿児島西南

ゆうづき

休会

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

祝日休会

ているインフラが、各地での新型コロナウイルス対応にも

鹿児島北

ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ

祝日休会

役立てられていることに言及しました。ビル＆メリンダ・ゲ

鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

祝日休会

鹿児島

山形屋

祝日休会

鹿児島大学
アカデミー

鹿児島大学

鹿児島中央

山形屋

鹿児島
令和

鹿児島東急 REI

休会

鹿児島城西

鹿児島東急 REI

会員卓話
新入会員自己紹介

安全で、健康で、平和な世界の実現など、ロータリーの

プログラム

取り組みは変化を生み出しています」とグテーレス氏。
パネルとして参加した世界的な保健分野の専門家らは、
ロータリーとパートナー団体がポリオ根絶活動で活用し

イツ財団のグローバル開発部門長、クリストファー・エリ
アス氏は、研究所の検査機能、サーベイランス（監視）、
そして数十万人もの保健従事者など、ポリオ根絶活動
が有する重要な資産について述べました。「ポリオ根絶

7/23
（木）

7/24
（金）
7/27
（月）

活動が行われている約 50 カ国のほぼすべての国で、こ
れらの資産が新型コロナウイルスへの対応に生かされて

7/28
（火）

会長・幹事就任挨拶

