
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

鹿児島市内ロータリークラブ新春合同例会（会順） 

 

 

 

1. SAA自己紹介 

2. 塩田県知事・下鶴市長 入場 

3. 点鐘                                               

4. 国歌斉唱「君が代」   ※歌唱無し                     

5. ロータリーソング斉唱 「奉仕の理想」                     

6. ゲスト紹介並びに会長挨拶                                 

7. ガバナー挨拶                                   

8. 出席報告                                          

9. 市長挨拶                                           

10. 卓話                                              

11. 閉会の辞                             

12. ロータリーソング「手に手つないで」  ※歌唱・手つなぎ無し 

13. 点鐘                                              

退席  同時に退席しますと、密になりますのでご協力をお願いいたします 

※①県知事・市長・ガバナー退席 ②後ろの席から順番に退席 

 

 

 

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 

 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

進行 鹿児島ロータリークラブ ＳＡＡ 中島直美 

 

 

 

鹿児島 RC 会長 市坪 孝志 

ソングリーダー鹿児島 RC 是枝 幸枝 

 

鹿児島 RC 会長 市坪 孝志 

RI第 2730地区ガバナー 風呂井 敬様 

鹿児島 RC 出席委員長 松元 淳 

鹿児島市長  下鶴 隆央様 

鹿児島県知事 塩田 康一様 

鹿児島南 RC会長 田中 紀充(たなか のりみつ)様 

ソングリーダー鹿児島 RC 是枝 幸枝 

鹿児島 RC 会長 市坪 孝志 

第 2465回   №20 

2021年 1月 15日（金） 

本日のプログラム  

鹿児島市内 11クラブ新春合同例会 

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） 

mailto:info@tounanrc.jp
mailto:tounanrc@alto.ocn.ne.jp


12月 22日第 2464回 

 

会長挨拶       

会長 飯野 和男 

 コロナ禍で GoToTravelの一時停止が行われてい

るところですが、本日は皆様にお集まりいただき感

謝いたします。マーガレット会、アクトの皆様にも

感謝致します。 

 本日は中止しようかと思いましたが、幸いに当ク

ラブ会員の出張や県外への旅行をされている方がい

らっしゃらず、開催することとしました。 

と申しましても、友人が風邪をひいて内科受診し

たところ防護服にフェイスマスクの看護師さんに出

迎えられびっくりしたとのこと。対面の診察ではな

く、アクリル板を通して対応され聴診器も使わず症

状を訴えるのみで投薬されたとのことで、まるでば

い菌扱いされた気分だと話していました。どうぞ皆

様、風邪を召されないよう体調管理よろしくお願い

致します。 

2月に当クラブが支援しています東南RACの平間

君(地区代表)が城山ホテルにて地区大会を担当する

こととなり、オークションや登録等で応援したいと

考えています。 

本日はよろしくお願い致します。  

 

 

ゲスト・ビジター紹介  

米山奨学生 ニュンさん  

鹿児島東南ローターアクトクラブ  

 平間 知訓さん（へいま とものり）さん 

 山田 早穂さん（やまだ さほ）さん 

まーがれっと会の皆様  

 

会務報告 

●次週 12月 29日と 1月 5日は休会となります。 

次回は 1月 15日金曜日 12：30からサンロイヤルに

て市内クラブ新春合同例会が開催されます。 

●鹿児島東南 RAC の活動報告を配布しております。 

●2 月 27 日土曜日に第 49 回 RA 地区年次大会が開

催されます。出席確認を回しますので記入をお願い

致します。今年度は当クラブの RACがホストクラブ

として開催となります。 

●12月 15日に東南RACの勉強会及び懇親会が行わ

れました。その際、東会員・野井倉会員・別府会員・

前田会員・居川会員・田中さん（元会員）より GoToEat

にて東南 RACに寄付しました。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆若松利秋君－結婚祝いを頂きありがとうございま

す。早いもので後 3年で金婚を迎えます。心より、

いい嫁をもらった…としみじみ心より感謝しており

ます。 

☆上原勝君－本日出席予定でしたが、急遽参加でき

なくなりましたのでスマイルさせていただきます。 

☆前田忠志君－大変な１年でした。来年は少しでも

良くなりますように。よろしくお願い致します。 

☆田中啓悟君－今年１年ありがとうございました。

コロナ禍で大変な１年でしたが、今年も残りわずか

となりました。皆様ご自愛くださいませ。 

 本日計   69,000円 累計 193,860円 

※GoToEatプレミアム付き食事券からのスマイル分

も含まれています。 

 

RAスマイル報告  

☆東則秋君－ローターアクトの皆さんようこそ。ロ

ーターアクト委員長としてスマイルします。 

☆萩原さえ子さん(前事務局)－東会員よりお声かけ

いただきまして、ローターアクト夜の会に参加させ

ていただきました。久しぶりにローターアクト・ロ

ータリーの皆様のお顔を見ながら話をし、大変楽し

い時間となりました。ありがとうございました。 

 本日計   15,500円 累計  20,500円 

※GoToEatプレミアム付き食事券からのスマイル分

も含まれています。 

会員数 22名 前々回出席者 14名 

出席免除 1名 メーキャップ 7名 

出席会員 13名 出席訂正率 100％ 

出席率 61.9%   



本日のプログラム クリスマス家族夜間例会 

 

 

ニュンさんへ 12月分の奨学金が授与されました！ 

ニュンさんは 3月に鹿児島大学を卒業し、ベトナムへ帰

国予定となっております。 

 

 

田中会員の乾杯でスタート！ 

 

 

第 2730地区 RA地区代表（鹿児島東南 RAC） 

平間さんより、地区 RA年次大会への意気込みを 

語って頂きました！ 

 

 

今年も若松会員を中心にチャリティーオークションが 

開催されました！ 

 

 

 

渡海谷会員の挨拶で閉会となりました！ 

 

オークション報告 

収益 90,500円 

支出は後日報告いたします。 

当日は不参加でしたが、渡海谷会員を通じて瀬戸口

会員にも多数商品を購入して頂きました！皆様ご協力あ

りがとうございました。 

 

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

理事会報告 2020年 12月 22日 18時～ 

於：サンロイヤルホテル 

出席者：飯野 東 別府 末吉 田代 田中 中馬 居川  

（敬称略） 

 

1 プログラムについて 

1/5 休会 

1/12  1/15（金）新春合同例会へ振替 

1/19 会長・幹事新年度挨拶 

1/26 新入会員卓話 赤﨑会員 理事会 12時～ 

2/2  RAC会員卓話 

2/9 二火会 

2/16 理事会 12時～ 

2/23 祝日休会 

1月 12日の例会は１月 15日に市内クラブ新春合同例

会に振替となります。 

2月 9日の二火会を実施するか、通常例会もしくは休会

にするか。→二火会実施予定です。 

2月 2日・16日の例会プログラム 

2月 2日の例会は鹿児島東南 RACに卓話を依頼して

います。16日は未定です。 

 

2、地区人頭分担金の後期分が減額となりました。 



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

国際ロータリーホームページより 

ロータリーのナイジェリア・ポリオプラス委員長であるツン

ジ・フンショ氏が、『TIME』誌の「世界で最も影響力のあ

る 100人」に選ばれ、世界で活躍する先駆者、アーチス

ト、リーダー、著名人、巨匠たちとともにリスト入りしました。

『TIME』誌は 9月 22日（米国時間）、米テレビ局 ABC

の番組で 2020年の 100人を発表。アフリカ地域での野

生型ポリオの根絶においてロータリー会員やパートナー

団体と協力し、重要なリーダー的役割を果たしたフンショ

氏の功績を称えました。 

ポリオ根絶の取り組みによりこの栄誉を受けたロータリー

会員は、フンショ氏が初めてとなります。 

Lekkiロータリークラブ（ナイジェリア）に所属するロータリ

アン歴 35年のフンショ氏は、第 9110地区パストガバナ

ーであり、インターナショナル・ポリオプラス委員会のメン

バーです。心臓専門医である同氏は、ロンドンの王立外

科医師会のフェローでもあり、妻のアイシャさんとともにナ

イジェリアのラゴス在住し、4人の子どもと 5人の孫がいま

す。TIME誌が選ぶ毎年恒例の 100人のリストには、リ

ーダーシップや才能、発明、慈善活動を通じて世界に変

化をもたらした人たちが名を連ね、過去にはボノ、ダライ・

ラマ、ビル・ゲイツ、ネルソン・マンデラ、アンゲラ・メルケ

ル、オプラ・ウィンフリー、マララ・ユスフザイなどが選ばれ

ています。 

2013年以来ナイジェリア・ポリオプラス委員長を務め、同

国でのポリオ根絶活動の先頭に立ってきたフンショ氏は、

同国のロータリアンたちと共に、ポリオ予防接種の重要

性に対する認識を高め、政府や著名人に支援を呼びか

け、ロータリーとポリオ根絶活動における声となってきまし

た。世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）のパートナー団体

である世界保健機関（WHO）、UNICEF（国連児童基

金）、米国疾病対策センター（CDC）、ビル&メリンダ・ゲ

イツ財団、Gavi ワクチンアライアンスとも連携しています。

ナイジェリアでのポリオタスクフォースのメンバーとして、

同国保健相やポリオ根絶のための省庁間協力委員会と

ともに予防接種やアドボカシーキャンペーンの調整にあ

たったほか、Sir Emeka Offor財団、Dangote財団、伝

統的リーダー評議会やナイジェリアのイスラム女性協会と

も密接に協力してきました。 

2019年 8月、ナイジェリアでは野生型ポリオウイルスの

無発症期間が3年を経過。ロータリー、パートナー団体、

自治体や各国政府によるナイジェリアでの進展は、数十

年に及ぶ懸命な取り組みの成果です。これには、国内外

での資金調達、数十万人もの保健従事者のコミットメント、

同国北部の不安定な状況により予防接種ができなかっ

た子どもにワクチンを投与するための革新的な戦略が含

まれます。 

去る 8月 25日、アフリカ地域での野生型ポリオ根絶が宣

言され、歴史的な快挙となりました。これは、世界人口の

90％以上を占めるWHOの 6地域のうち、5地域で野生

型ポリオウイルスが根絶されたことを意味します。アフガ

ニスタンとパキスタンでは、現在も野生型ウイルスによる

ポリオの感染が続いています。 

アフリカ地域での快挙は、世界からポリオを根絶するとい

う目標に向けた大きな一歩です。フンショ氏は、この達成

について『TIME』誌に次のように語っています：「ナイジ

ェリアでのポリオ根絶活動は数々の困難に突き当たりま

したが、根絶が実現する日が必ず来ると信じてやみませ

んでした。状況が後退するたびに、ロータリーとパートナ

ー団体が解決策を見出し、弱い立場にある子どもたちに

ワクチンを投与する戦略を立ててきたのです」 

フンショ氏はこう加えます：「確信をもって言えることは、ナ

イジェリアで野生型ポリオウイルスを根絶できるなら、どの

国でも根絶が可能だということです」 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

1/19 

会長・幹事新年度挨拶 

1/26 

新入会員卓 

理事会 12時～ 

2/2 

RAC会員卓話 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

1/20 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 姉妹クラブ創立60周年記念 

鹿児島西 城山観光ﾎﾃﾙ クラブ協議会 

鹿児島西南 ゆうづき クラブ協議会 

1/21 

（木） 

 

鹿児島東 グランセレッソ 下期の抱負 

鹿児島北 アートホテル ゲスト卓話 

鹿児島 SW 鹿児島東急 REI クラブフォーラム 

1/22 

（金） 

 

鹿児島 山形屋 ゲスト卓話 

鹿児島大学

アカデミー 鹿児島大学 休会 

1/25 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 会員卓話 

鹿児島

令和 鹿児島東急 REI クラブ協議会 

1/26 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急 REI 会員卓話 


