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1 月 19 日第 2466 回
会長挨拶
会長

飯野 和男

新年あけましておめでとうございます。皆様方よ
り早速の年賀状を頂きありがとうございました。新
年会、市内合同例会でお会いできると思い御送り致
しませんでした。お詫び申し上げます。

そして、18 の目標を定めまずはじめに
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

さて、後期の半年となりましたが、1 都 3 県をはじ

く、無限の機会への招待です。私たちのあらゆる活

め、11 地区に緊急事態宣言の再発令がなされ一向に

動が、どこかで誰かのために機会の扉を開いていま

終息の見えない新型コロナウィルスの感染拡大です。

す、と語っておられます。東南 RC でも活動を会員

ロータリー活動も達成できたのは小学生親子を対象

増強に努力しているところですが、集うことで効果

とした姶良カルデラの見学研修バスツアーのみで、

の上がる活動も中止され一層の知恵が求められてい

日赤による鹿大での啓濠運動も援助できていません。

ます。別府会員の提唱により谷山地区での会合が出

他クラブでも例会の中止や Zoom 等オンラインでの

席率を高め、新会員の発掘につながればと思ってい

例会、出席免除等 FaceToFace の例会がままならな

ます。

いようです。
2、 RI 強調事項の推進
E-Mail tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/
日本ロータリークラブ 100 周年、2730 地区 70 周

地区は新しい革新的なクラブモデルを作ることに

年になる本年はドイツ ホルガー・クナーク RI 会長

積極的に取り組んでいただきたい、とされて鹿児島

の下、風呂井ガバナーは「不易流行」とう松尾芭蕉

大学アカデミーRC が創設されました。しかし、会員

の用語を掲げて『ロータリーの基本を堅持し変化に

数の少ない当クラブではその活動は難しい。まだ時

適応するクラブを』と地区スローガンにしました。

間がありますが、戦略会議を開催し私たちのクラブ

は 5 年後にどのようなクラブになっているべきか、

出席報告

またビジョンを達成するためにはどのようなステッ
ができるかを検討したい。戦略委員会はすでに設置
されているので年度中に決めたい。

は会費より支出しているようです。
3、RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ
少数クラブでは目標達成にはハードルが高すぎる
ようですが、ロータリークラブ・セントラル内で電
子的に行われ 25 の目標が定められています。時間を

前々回出席者

13 名

出席免除

1名

メーキャップ

5名

出席会員

6名

出席訂正率

85.7％

28.6%

出席率

次にポリオプラスについてですが、入会時 3 万円
の寄付を城西クラブは集めていましたが、当クラブ

22 名

会員数

プを踏むべきか、会員のどのような価値を得ること

スマイル報告
☆飯野和男君－誕生祝、結婚祝い、年賀状ありがと
うございました。78 歳になりました。ロータリー歴
も 31 年です。東南に移籍して 9 年になりいろいろ学
ばせていただきました。
本日計

つくり、目を通していただきたいです。
4、新しい戦略計画の推進 5、会員増強・会員維持・
クラブ拡大

5,000 円 累計

RA スマイル報告
今回はございません。

参加者の基盤をひろげる、参加者の積極的な関わ

本日計

りを促す、適応力を高める等、皆様の関心をいかに
高めるかが問題となります。例会のみでは話し合が

202,360 円

0 円 累計

20,500 円

本日のプログラム 会長・幹事 新年挨拶

出来ませんが昨今の状況ではなかなか会合も開けず、
また女性会員や 40 歳未満の会員の入会推進において
も困難を極めます。
6、新世代(青少年)育成の推進
ローターアクトクラブへの支援及び協力の強化に
ついては東会員の努力により達成されつつあり、2 月
27 日には城山ホテルにて地区大会を東南 RAC 平間
君の地区代表の下で開催することが決定しています。
会員の皆様のご協力ありがとうございます。また、
ご参加をお待ちしております。
後期は戦略会議の結論を待ちながら新入会員の歓
待に努め例会を進めたいと思っています。コロナの
終息がみられない現状ではなかなかうまくまいりま

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
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RAC 卓話
二火会
未定
理事会 12 時～
月/日

クラブ

例会場
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（水）

鹿児島南

サンロイヤル

鹿児島西

城山観光ﾎﾃﾙ

クラブフォーラム

鹿児島西南

ゆうづき

クラブフォーラム

鹿児島東

グランセレッソ

休会

鹿児島北

アートホテル

休会

鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

クラブフォーラム WEB 例会

鹿児島

山形屋

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

クラブフォーラム

せん。お知恵をお貸しください。
ゲスト・ビジター紹介

今回はいらっしゃいません。

1/28
（木）

会務報告
●ロータリーの友 1 月号とガバナー月信 1 月号を配
布しております。
●次回は 12 時から理事会が開催されます。理事の皆
さんは出席をお願いします。
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（月）
2/2
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ゲスト卓話 福永健一様
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