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ホストクラブ会長挨拶

ラブの市坪です。本日は、多数のロータリアンにご
鹿児島 RC 会長 市坪 孝志

出席いただき感謝申し上げます。

新年おめでとうございます。新しい年をいかがお

さて、新年明けて、日本中において新型コロナウイ

過ごしでしたか。すがすがしい新年を迎えられたこ

ルスの蔓延・増加で始まりました。今期の上期にお

とお喜び申しあげます。私は、鹿児島ロータリーク

いて、皆様にとってボルガー・クナーク会長が提唱

している「中核的価値観」を基に、ささやかな奉仕

一歩ずつ事業を推進し奉仕の輪を広げていくことを

の扉を開くことができましたか？・・まだ今期道半

祈念し、ご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ばでありますが、一歩一歩歩んでいきたいと思いま

ございました。

す。
本日は、昨年の選挙で新しく変わりました、塩田康
一鹿児島県知事と下鶴隆央鹿児島市長にご臨席賜り
ました。お忙しい中時間を取っていただき、心より
感謝申し上げます。
後ほど、知事には卓話をそして市長にはご挨拶を、
お願いしております。今回はコロナ禍を勘案し、予
定の式次第を一部変更し、知事の卓話まで合同例会
を進めてまいります。そして最後にお弁当を用意し

がバナー挨拶
RI2730 地区ガバナー

ていますので、お持ち帰りしていただきますようお
願いいたします。

風呂井 敬

鹿児島市内ロータリークラブの皆様、新年あけ

ところで、私達ロータリー会員は、昨年よりコロナ

ましておめでとうございます。国際ロータリー第

ウイルス感染の問題があり、年間事業を思うように

2730 地区 2020-21 年度ガバナー鹿屋西ロータリー

進めることができませんでした。地区大会をはじめ、

クラブの風呂井敬で御座居ます。令和 3 年鹿児島

いろいろな協議会や研修会など中止や延期になりま

市内ロータリークラブ新春合同例会に、鹿児島県

したがその後、形を変えてまたは縮小という形では
ありますが、少しずつ事業を進めているところと存

知事塩田康一様、鹿児島市副市長松山芳英様をは

じます。皆様のご苦労を察しいたします。

じめ多くのロータリアンが出席され、このように

しかし、苦い事柄ばかりではなく、一昨年、昨年と

盛大に開催されますことに心より御祝い申し上げ

鹿児島市内に、令和ロータリークラブと鹿児島大学

ます。

アカデミーロータリークラブの二つのロータリーク

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大で、鹿児

ラブが誕生し、奉仕の機会が増えたことは大変喜ば

島市内はもとより世界のロータリアン 120 万人が

しいことと思います。そして私たちロータリアンの

今までとはまったく違う日常の中、様々な新しい

仲間が増えたことも併せて喜びたいと思います。さ

取り組みに苦慮した一年でありました。地区内ク

らに、鹿児島クラブより山ノ内文治ガバナーノミニ

ラブでは、例会あるいは様々な行事も開催出来ず、

ーが誕生したことも嬉しいニュースでした。是非市

会員事業所にも甚大な影響を与え、出席免除、退

内クラブの皆様には、喜びとともに 2 年後の地区大

会申請もあり地区としてもこれらに対応すべく人

会をはじめ当クラブの７０周年事業にもご協力を宜

頭分担金の支援策を採った所であります。例会で

しくお願い申し上げます。

顔を会わせ学び行動することが、ロータリーの基

このように私たち市内クラブは、お互いに連携を取

本でありますが、新型コロナウイルスの感染リス

り、共通の事業の達成や各クラブの事業の支援・協

クが払拭されない限り「新しいロータリーの行動

力を行い、その中で親睦が深め、さらに奉仕の輪を

様式」を作り上げる必要があり、地区、クラブで

広げていくことができるのです。ところで、私が共

は様々な会議をオンラインで実施しております。

感した言葉に第 2730 地区のスローガンの中にある

厳しい状況の中「自粛はすれども委縮はしない」

「不易流行」という言葉があります。基本を変えず

という精神の下、未来に向かっての活動に取り組

にその時代の変化に適応していく姿勢こそ、コロナ

む必要があります。

禍にあるこの時代に必要なことと思っています。

コロナ禍、嬉しい報告があります。昨年 7 月 6

最後に、本日ご出席いただけなかったロータリアン

日、鹿児島大学稲盛会館に於いて、第 2730 地区で

も含めて、鹿児島市内ロータリークラブの皆さん！

68 番目となる「鹿児島大学アカデミーロータリー

私達の奉仕を待っている人たちがいることを認識し、

クラブ認証状伝達式」が挙行されたことでありま

す。新クラブは岩井会長をはじめ 37 名で構成され、 RI 第 2730 地区ガバナー 風呂井 敬様
産・官・学の連携を基本に、柔軟性、多様性、革

東南 RC ゲスト

新性を図り、米山奨学生の充実支援、海外ロータ

鹿児島東南 RAC 平間

リークラブとの交流等、国際理解、親善、平和に
貢献する新しいモデルクラブであります。スポン

知訓さん

山田 早穂さん
出席報告

サークラブの鹿児島中央ロータリークラブ、新ク

22 名

前々回出席者

15 名

出席免除

0名

メーキャップ

7名

げますとともに、新しいクラブ誕生という機会の

出席会員

13 名

出席訂正率

100％

扉が大きく開かれましたことに心より御祝い申し

出席率

ラブアドバイザー海江田順三郎ＰＧ、地区拡大委
員長川原篤雄ＰＧ他関係者皆様に厚く御礼申し上

会員数

69.1%

上げます。
ホルガー・クナークＲＩ会長は、世界的なパン

スマイル報告

デミック(感染爆発)が起こるなど、2020 年は歴史

☆別府雅之君・中馬敏之君・東則秋君・飯野和男君・

的な変化の年であり、世界は常に変化し続けロー

前田忠志君・渡海谷宗宜君・田中啓悟君－年末に谷

タリーもその世界を反映していることに気付かさ

山地区会を開催しましたのでスマイルします。
本日計

れ、私たちは奉仕、親睦、多様性、高潔性、リー

3,500 円 累計 197,360 円

ダーシップという中核的価値観を常に大切にしな
がら、耳を傾け、適応する準備をしなければなり

RA スマイル報告

ません。こういった価値観を生活の中に取り入れ、

今回はございません

全ての局面において「四つのテスト」を実践して

本日計

いけば、どんな時代でも世界を導くことができま
すと述べております。

新春合同例会風景

また、ロータリーの創始者ポール・ハリスが、
かつて語ったように、時には革命が起こる必要が
あります。今がまさにその時であり、中核的価値
観を守りつつも、変化を取り入れてより強固な存
在になるために、ロータリーは機会の扉を大きく
開く必要があります。
結びに、鹿児島市内ロータリークラブの益々の
発展と本日御出席の皆様方の御健勝、御多幸を御
祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。
塩田県知事

ゲスト・ビジター紹介
鹿児島県知事 塩田 康一様
鹿児島市長 下鶴 隆央様

松山副市長

0 円 累計

20,500 円

た、法学の博士号（LL.D.）を有しています。
現ロータリー財団管理委員であるジョーンズ氏は、1997
年にロータリーに入会し、RI 副会長、理事、研修リーダ
ー、委員会委員長、モデレーター、地区ガバナーを歴任
しました。また、ロータリー強化諮問グループ委員長を務
め、ロータリーのブランド活性化の取り組みでリーダー的
役割を担いました。現在は、ポリオ根絶活動のために 1
億 5000 万ドルのファンドレイジングを目指す、「End
Polio Now：歴史をつくるカウントダウンキャンペーン委
鹿児島南 RC 田中会長

員会」の共同委員長を務めています。

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

最近では、新型コロナウイルス対応のためのファンドレイ

国際ロータリーホームページより

ジングを目的としたテレソン（Telethon）を先導。このイベ

2022‐23 年度国際ロータリー会長として、ウィンザー・ロ

ントは 65,000 人以上が視聴しました。

ーズランド・ロータリークラブ（カナダ、オンタリオ州）会員

ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰

のジェニファー E. ジョーンズ氏が指名されました。115

状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッチさんと共

年に及ぶロータリーの歴史で初の女性会長となります。

に、アーチ・クランフ・ソサエティ、ポール・ハリス・ソサエ

ほかの対抗候補者が出ない限り、ジョーンズ氏は 10 月 1

ティ、ロータリー財団遺贈友の会の会員となっています。

日に正式に会長ノミニーとなります。
ロータリーの行動計画は、ロータリーによるインパクトを高
めるための推進剤であるとジョーン氏は話します。
「新しい戦略的優先事項を検討する中で、近年の歴史の
中でも紛れもなく最も重大な時期に、ロータリーの『適応
力』が私たちの道しるべになろうとは誰も予想していませ
んでした」と、自身のビジョンの中でジョーンズ氏は述べ
ています。「希望の兆しは最も困難な状況から生まれるも
のです。測定可能な目標を基軸として、私はこの歴史的

女性初の会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏はロ

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
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ータリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）に関する声
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プログラム

明」の重要性を理解しています。「多様性、公平さ、開放
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な状況を生かし、今日の現実を反映した機会をとらえ、
培い、伝えていきます」

性を最優先し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やす
には、まずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバー構
成に反映させていく必要があります」とジョーンズ氏。「ど
ちらの目標でも 2 桁の成長を目指し、決してロータリー
ファミリー全体を見失わないようにします」
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（木）

ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street
Productions Inc.の創業者兼社長です。ウィンザー大
学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の
会頭を務めたほか、その奉仕活動が称えられ、YMCA
Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee

1/22
（金）
1/25
（月）

Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州立大学
Pecemaker of the Year Award を受賞しています。ま
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二火会

ゲスト卓話
休会
会員卓話

