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2 月 2 日第 2468 回
会長挨拶
会長

飯野

和男

2020-21 年度クラブ会長会議(WEB 会議)が 1 月

イベント等は中止せざるを得ない状況でした。会

30 日に開催されました。野井倉ガバナー補佐と参

員増強も進まず、現状維持に努めることとしてい

加いたしました。地区幹事・北山勉氏の司会でガバ

ました。地区補助金事業においては 2～3 クラブ

ナー挨拶があり、コロナ感染症拡大により各クラブ

が子ども食堂への支援をされているようでした。

が苦労されていることをねぎらい、ガバナーとして

職場訪問(職業奉仕委員会)等もうまくなされてい

予定していた計画がうまく進んでないことを悔や

ませんでした。

まれていました。今回はやむを得ず Zoom 会議とし

② 各クラブ後期活動(事業)計画について

たことを話されていました。

前期達成されなかった会員増強をどのようにす

議題

すめるか心配されておらました。コロナ感染が拡

① 各クラブの前期活動(事業)報告について

大し、鹿児島の方でも 23 番目のクラスターが見

各クラブの会長(幹事・会長のミニー)の発表が

つかり、2 月 27 日にはアクトの地区大会が城山

あり、例会開催についてコロナ感染により中止

ホテルにて開催が決定していますがアクトの皆

したり、短縮、お弁当の持ち帰り例会、夜間例
様が来鹿できるか心配です。
E-Mail
tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/
会を中止、計画した例会を消化しきれなかった

前期の積み残しの事業が多く、今発せられている

りで休会なしですべてを消化したクラブは数

緊急事態宣言の中で今年度の計画を消化できる

えるくらいでした。

か問題です。

事業に関しては東南 RC が少し消化しました。
どのクラブも外部への働きかけや、人を集める

③ コロナ禍における各クラブの現状について
Zoom 会議や Line 等、対面でない例会を取り入

れているクラブもありましたが大体は休会と
していました。計画通りに開催しているクラブ

会務報告

もありましたが少数でした。会場が閉鎖された

●ガバナー月信 2 月号とロータリーの友 2 月号、

クラブもあり予定通りに進められたクラブは

抜萃のつづりを配布しております。

少なかったようです。

●新型コロナウイルスによる脅威が続いているこ

④ ロータリーデー(2 月 23 日)について

とを受け、2021 年 6 月 12～16 日に台北台湾で開

宮崎北部…地元 RC と日本 RC100 周年につい

催予定だったロータリー国際大会を、バーチャル行

て紙面発表

事として開催することとなりました。

宮崎中部…3 月にずれ込むが医療従事者にチョ

●第 49 回地区ローターアクト年次大会につきまし

コレートや折り鶴を送る

て、風呂井ガバナー，地区 RA 委員長，ローターア

宮崎西部…広報を通じて会員増強やポリオプ

クト地区役員、実行委員，ローターアクト会長以外

ラスを前面に押し出す

は全員 Zoom での参加となります。また、レセプシ

宮崎南部…今年度は中止

ョンも中止となっております。

鹿児島北部…各クラブに任せ全体はなし
鹿児島中部…合同では開催せず

出席報告

鹿児島西部…各クラブでするがコロナで未定

会員数

鹿児島市内…未定 2 月 2 日に決定
鹿児島東部…統一したものはなし
奄美…未定

22 名

前々回出席者

6名

出席免除

1名

メーキャップ

12 名

出席会員

10 名

出席訂正率

85.7％

47.6%

出席率

⑤ 情報交換
時間がなく交換せず。
地区補助金については申し込みが少なく 2 月末
迄募集する。3 月に審査。
⑥ 今後のスケジュールについて
地区大会につてい 5 月 15 日開催予定であるが、
今般の状況により各クラブ 2 名の参加(会長、会
長ノミニー)
国際大会(台北)6 月 13 日(日)バーチャル(WEB)
にて開催

スマイル報告
☆中馬敏之君－誕生祝いありがとうございます。家
族で美味しく頂きます。本日のローターアクト卓話
よろしくお願いします。
☆上田平重樹君－誕生祝いありがとうございます。
良いロータリアンを目指します。
本日計

5,000 円 累計

213,360 円

RA スマイル報告
今回はございません。
本日計

0 円 累計

20,500 円

ゲスト・ビジター紹介

鹿児島東南ローターアクトクラブ
平間

知訓（へいま とものり）さん

山田

早穂（やまだ さほ）さん

中馬会員・上田平会員・前田会員
お誕生日おめでとうございます！

本日のプログラム RAC 卓話
RAC 卓話ということで 2020-21 年度第 2730 地

のほかにも、オンラインで世界中から会員を受け入れ
ています」とウォドンさん。

区 RA 代表平間知訓さん(鹿児島東南 RAC)がコロ

第 1 回の例会は、ワシントン地域の会員は直接対面

ナ禍での他自地区、他自クラブの活動と地区 RA 年

で、ほかの会員はビデオ会議で参加。しかしその後は、

次大会について卓話をされました。

コロナウイルス感染拡大によって外出自粛要請が発令
されたため、全員がオンラインでの参加に切り替えまし
た。それでも、クラブの発展の妨げにはなっていません。
「すでに会員数は 50 名を超えています」。こう話すのは、
同クラブの会員増強委員長であり、ほかの数名の会員
と同様に世界銀行の職員であるマニュエラ・モットさん
です。「むしろコロナウイルスによって会員が増えたよう
に思います。誰もが今、所属感を求めているのです」地
域社会に変化をもたらしたいとお考えの方へ：地域密
着型の活動はロータリークラブの基本です。さまざまな

*******************************************
国際ロータリーホームページより
知識のネットワーク：会員の専門知識と人脈を生かす

参加方法をご覧いただき、最寄りのロータリークラブを
検索してみましょう。
このクラブでは最近、紛争・移民・難民をテーマにし

紛争・移民・難民に関するレポートを発行してほかのク

たイベントを連続して開催しました。会員の多くが国際

ラブのプロジェクト向上を支援

開発の分野で仕事をしているため、その専門知識と人

世界銀行のエコノミストであるクエンティン・ウォドンさ

脈を生かした企画です。こうしたネットワークが、2020

んがロータリーに入会したのは、自らの専門知識を生

年 6 月、米州機構（OAS）との共同開催によるオンライ

かし、新しい仲間を見つけ、人の役に立つためでした。

ン会議の開催へとつながりました。「ロータリーの強みと

そして今、会員でありつづけるのは、活動を楽しんでい

各自が勤務する組織の強みを組み合わせることが目

るからだと言います。「会員になって 10 年。父もロータ

的」と語る会員のララ・ベルサノさんも、OAS の系列機

リー会員でしたし、私自身もベルギーでローターアクタ

関である Trust for the Americas の職員です。

ーでした。ロータリー青少年交換にも参加したので、ロ
ータリーとは長年のつきあいです」
ウォドンさんは現在、キャピタルヒル・ロータリークラブ

ほとんどのロータリークラブは例会に多彩な講演者
を招いていますが、ワシントングローバル・ロータリーク
ラブは、特定のテーマを掘り下げるプレゼンテーション

（ワシントン D.C.）の会員です。その前はワシントン・ロ

シリーズを何カ月もかけて企画します。専門家を招い

ータリークラブの会員でしたが、かねてから、これまで

て講演会を開き、ウェビナーを開催し、最後にそのテ

のどのクラブとも異なるクラブを設立したいと考えていま

ーマに関する詳細なレポートをまとめます。第一弾のレ

した。「知識クラブにしたかったのです。ロータリーには

ポートは、移民と難民に焦点をあてました。第二弾では、

あふれるほどの善意があります。しかし、その善意が集

教育について検証しています。「私たちの目標は‟知

約されずに、分散したままです」。ウォドンさんいわく、

識クラブ“となること、つまりロータリアンにとっての小規

分散した状態ではベストプラクティスを共有して有効性

模なシンクタンクとなることです」とウォドンさんは言いま

を評価することが難しくなります。クラブが情報収集とレ

す。このモデルは、若い専門職の人たちを引き付ける

ポートの配布に集中できれば、ほかのクラブのプロジェ

力があることが証明されています。「当クラブの創立会

クト向上に役立つだけでなく、ほかの国際開発機関に

員の多くは 40 歳未満です」とモットさん。その多くがロ

向けてロータリーの権威を際立たせることができると、ウ

ータリー学友で、ルーマニア出身のモットさん自身も元

ォドンさんは考えています。このビジョンを掲げ、ウォド

ロータリー平和フェローです。ベルサノさんは、母国ア

ンさんは 1 年前に 38 名の会員とともに ワシントングロ

ルゼンチンでインターアクト、ローターアクト、RYLA に

ーバル・ロータリークラブを設立しました。「地元の会員

参加し、ロータリーに入会しました。「会員の多くは、過

去にロータリーの恩恵を受けてきた人たちです」とモ

じくらい重要です。だからこそ、行動グループが重要な

ットさん。「今度は自分が地域社会に恩返しをし、ロー

のです。ロータリーならではの専門知識の生かし方で

タリーの役に立ちたいと思っています」

す」。また、新しい親睦活動グループは、国際開発に

低額の会費と柔軟な出席システムも、若い会員が入
会しやすい理由となっています。会費は年 250 米ドル
で、35 歳未満の会員はさらに 50 ドル割引されます。現

携わる会員にとって人脈作りの機会となり、情報共有の
手段にもなります。
ワシントングローバル・ロータリークラブの急成長は、

在の会員には、米国、カナダ、フランス、ウガンダを所

熱心な取り組みの証でもあります。ロータリー会員にな

在地とする世界銀行、米州開発銀行、OAS、USAID

ってまだ日が浅いローズ・カルダレリさんは、すでに 3

などの国際組織の職員が含まれます。2019 年、マニュ

人の入会者を紹介しました。「入会希望者にはこちらか

エラ・モットさんは、1960 年代後半から紛争が絶えない

ら接触するのが義務だと思っています。関心はあって

フィリピンのミンダナオ島に対する世界銀行の投資を 1

もどうすればよいのかわからないという人はたくさんい

カ月かけて評価しました。「紛争地域においても開発

ますから」。教育に特化した非営利団体を運営してい

は可能です。プログラムの主な目的は、道路の建設だ

るカルダレリさんは、ニューヨーク市のユニセフにおけ

けではなく、さまざまな派閥が合同で意思決定できるよ

る新しい国際ロータリー代表となっています。

うにすることです」モットさんは、世界銀行が資金援助し

「新しいロータリークラブを結成することは、自転車に

たインフラプロジェクトが、ほかの状況では敵対し、争

乗ることのように、一度覚えたらずっと使えるというもの

いを続けているはずのイスラム教徒とキリスト教徒の関

ではありません。会員となる人たちの関心は毎回違うか

係者をどのように交渉の席に引き込んだのかを検証し

らです」。こう語るベルサノさんは、過去にローターアク

ました。すべての人にとって利益となるプロジェクトで協

トクラブとロータリークラブの結成を手伝った経験があり

力することで、両派が互いを新たな視点で見つめ直し、

ます。「それでも変わらないのは、ポール・ハリスのビジ

信頼関係を築きはじめたのです。モットさんが世界銀

ョンです。私たちはみな友人であり、互いに助け合い、

行で実践している平和構築スキルは、デューク大学お

さらに外へ出て地域社会を支援するのです」

よびノースカロライナ大学チャペルヒル校でのロータリ
ー平和フェローシップ（2009-11 年度）を通して習得し
たものです。このプログラムに参加した初のルーマニア
人でもあるモットさんは、最近設立されたワシントングロ
ーバル・ロータリークラブの会員です。

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
2/16
2/23
3/2
未定
祝日休会
会員卓話
理事会 12 時～
月/日

クラブ

例会場

2/10
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

クトに参加できるようになりました。さらに、2020 年 11

鹿児島西

城山観光ﾎﾃﾙ

月に承認された難民・強制移住・移民に関する新しい

鹿児島西南

ゆうづき

鹿児島東

グランセレッソ

祝日休会

鹿児島北

アートホテル

祝日休会

鹿児島 SW

鹿児島東急 REI

祝日休会

鹿児島

山形屋

夜間例会

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

休会

このクラブは、メリーランド州で小さな町を基盤とする
衛星クラブのスポンサーとなり、会員が地域のプロジェ

ロータリー行動グループに協力しているほか、国際開
発に関心をもつロータリー会員向けの親睦活動グルー

2/11
（木）

プの結成にもかかわっています。
「難民問題は、当クラブの会員が関心を寄せている
テーマです。難民は、ロータリーの重点分野のすべて

2/12
（金）

において支援を必要としており、しかも状況は悪化する
一方だからです」とウォドンさんは説明します。
行動グループに対する当初の関心は強く、ウォドン
さんは、グループがゆくゆくは難民支援プロジェクトを
立ち上げるクラブのためのコンサルタント的な役割を果
たすようになることを期待しています。「知識は資金と同

2/15
（月）
2/16
（火）

プログラム
職業奉仕賞授賞式
クラブフォーラム
休会

休会
会員卓話

