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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）

鹿児島東南ロータリークラブ

第 2474 回

№29

2021 年 4 月 6 日（火）

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

本日のプログラム クラブ協議会

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/

4月

4月

誕生日おめでとうございます。

井料長敏君（15 日）居川亮君（17 日）

結婚記念日おめでとうございます。
鳥丸陽一君（25 日）

末吉重栄君（30 日）

3 月 23 日第 2473 回
会長挨拶
会長

飯野

和男

本日は令和 3 年お花見例会です。まーがれっと
会の皆様、アクトの皆様、米山奨学生のニュンさ

のご婚約がまとまりました。今夕は２つのお祝い
とともに懇談していきましょう。

んをはじめ多数のご参加をいただきありがとうご

本日はニュンさんに記念品と、山田さん、平松

ざいます。時節柄大声で歓談はできませんが、ゆ

さんに花束を準備しました。どうぞお幸せにお暮

っくり楽しみたいと思います。

しください。

２つの喜びがありました。１つは米山奨学生の
ニュンさんが無事卒業され来月ベトナムの方へ帰
E-Mail tounanrc@alto.ocn.ne.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/
国できるようになり、論文も出来上がった事で

す。
もう１つは、鹿児島東南ローターアクト会員で
2730 地区アクト幹事でもあり、故・山田忠茂氏
のお嬢さん山田早穂さんと東南ロータリークラブ
の重鎮、寳來春巳さんのお孫さん、平松佑麻さん

ゲスト・ビジター紹介
鹿児島東南ローターアクトクラブ
妙見 美穂さん（みょうけん みほ）
山田 早穂さん（やまだ

さほ）

まーがれっと会の皆様
ご家族の皆様
会務報告
●来週は第 5 週のため休会です。次回は 4 月 6 日
開催です。
●地区研修・協議会が 4 月 25 日開催予定でしたが、
コロナウィルス感染症対策の為、4 月 24 日 都城
市総合文化ホールに変更となりました。
出席報告

クリスマス例会にて行われたオークションの収益金をま
22 名

前々回出席者

13 名

出席免除

1名

メークアップ

4名

出席会員

11 名

出席訂正率

77.3％

会員数

ーがれっと会と鹿児島東南 RAC に寄付しました！

52.4%

出席率
スマイル報告

今回はございません。
本日計

0 円 累計 236,360 円

RA スマイル報告

ニュンさんへ記念品を贈呈。扇子とつげ櫛をプレゼン
トしたところ、「さっそく卒業式で使います！」と喜ばれ
ていました✨

☆東則秋君－ローターアクト活動費として寄付し
ます。
本日計 100,000 円 累計 120,500 円
本日のプログラム 花見夜間家族例会

山田早穂さんと平松佑麻さんに花束を贈呈。
おめでとうございます！

中馬会員の乾杯でスタート！

田代会員の締めで終了しました！

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

戦略計画委員会

理事会報告 2021 年 3 月 23 日 18 時～

委員長 野井倉 洋豪 副委員長 田中 啓悟

於：サンロイヤルホテル

委員 平塚 五郎 上原 勝 中馬 敏之

出席者：飯野 東 別府 田代 中馬 居川 （敬称略）

田代 浩二

1 プログラムについて

ロータリー研修・情報

4/6

委員長 末吉 重栄 副委員長 平塚 五郎

クラブ協議会

4/13 二火会

出席委員会

4/20 →4/25 吹上浜清掃に振替

委員長 田中 啓悟 副委員長 宝来 春巳

4/27 地区研修・協議会報告 理事会 12 時～

委員 渡海谷 宗宜

5/4

プログラム委員会

祝日休会

5/11 創立記念例会（昼）

委員長 中馬 敏之 副委員長 末吉 重栄

5/18 地区年次大会報告

委員 上田平 重樹

5/25 二火会 理事会 18 時～

奉仕プロジェクト委員会

・地区研修・協議会 4 月 24 日(土)

委員長 東 則秋 副委員長 上原 勝

・地区年次大会 5 月 15 日(土)

職業奉仕委員会

2 2021-22 年度（居川年度）役員構成 → 承認。

委員長 上原 勝 副委員長 中馬 敏之

理事会

委員 赤﨑 正臣

1 会長 居川 亮

社会奉仕委員会

2 幹事 瀬戸口 均

委員長 田代 浩二 副委員長 田中 啓悟

3 副会長 田中 啓悟

委員 宮下 信二

4 理事 上原 勝

国際奉仕委員会

5 理事 別府 雅之

委員長 若松 利秋 副委員長 別府 雅之

6 理事 東 則秋

委員 上田平 重樹

7 理事 田代 浩二

青少年奉仕委員会

8 理事 野井倉 洋豪

委員長 東 則秋 副委員長 上田平 重樹

9 理事 末吉 重栄

会員増強委員会

10 理事 中馬 敏之

委員長 上原 勝 副委員長 別府 雅之

役員

委員 田中 啓悟 田代 浩二 前田 忠志

会長 居川 亮

宮下 信二

直前会長 飯野 和男

公共イメージ・広報委員会

副会長 田中 啓悟

委員長 大石 裕一郎 副委員長 中馬 敏行

幹事 瀬戸口 均

委員 鳥丸 陽一

副幹事 田代 浩二

ロータリー財団・米山記念奨学委員会

会計 鳥丸 陽一

委員長 野井倉 洋豪 副委員長 井料 長敏

監査 中馬 敏之

SAA 渡海谷 宗宜 副ＳＡＡ 中馬 敏之

委員会構成

夜の SAA 前田 忠志

クラブ管理運営委員会

地区役員 直前ガバナー補佐 野井倉 洋豪

委員長 田中 啓悟 副委員長 宮下 信二

地区 RA 委員 東 則秋

親睦委員会

地区ライラ委員 居川 亮

委員長 別府 雅之 副委員長 渡海谷 宗宜

3 吹上浜清掃活動

委員 前田 忠志 上田平 重樹 鳥丸 陽一

4/25（日）開催。4/20 の例会を振替。

赤﨑 正臣

4 次年度志學館大学模擬面接会

速に増加しています。しかし、都市部の政府は、都市

志學館大学より７月１４日（水）開催希望

の成長に合わせたインフラ整備を進める上での困難に

→志學館大学模擬面接委員会にて志學館大学と打

直面しています。

合せ

中南米

********************************************
国際ロータリーホームページより
予期していなかった衛生の課題

リオデジャネイロのような都市部では衛生設備が普
及しているにもかかわらず、下水を処理しているのは、
富裕層を含めて住民のわずか 37％です。有名なグア

各国政府は、安全な飲み水へのアクセスを向上さ

ナバラ湾には、毎秒推定 18,000 リットルの未処理下

せるための取り組みを進めていますが、衛生面での取

水が流れ込んでいます。衛生設備投資への政治的な

り組みが遅れています。この課題は発展途上国に限ら

消極性があることに加えて、秩序のない都市拡大が問

れることではありません。

題となっており、市の住民の 24％以上が基本的な衛
生設備をもたない非公式居住区域（ファベーラ）に住

欧州でいまだに野外排泄を行っている人数 300,000

んでいます。

米国アラバマ州での個人用浄化システム数 800,000

難民キャンプ・居住地

リオデジャネイロのグアナバラ湾に流れ込む 1 秒あた
りの未処理下水（単位：リットル）18,000

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）とそのパー
トナーは、世界で 220 以上の難民キャンプ・居住地を
管理しています。これらの拠点のうち 175 カ所で収集

欧州
世界保健機関（WHO）欧州事務局によると、欧州で
はいまだに 30 万人以上が野外排泄を行っており、

された 2020 年 9 月のデータによると、トイレや野外便
所などの基本的な衛生設備を利用しているのは、キャ
ンプ内の 32％の世帯にとどまっていました。

3100 万人が基本的な衛生設備を利用できていませ
ん。不十分な設備のために、同地域で 1 日に 14 人が
下痢で死亡していると言われています。
アイルランドでは、都市部から離れた地域に住む約
130 万人が安全に管理された衛生設備を利用でき
ず、排水をその場で処理しています。
米国
ナバホネーション：アリゾナ州、ユタ州、ニューメキシ

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。
4/13
4/20
4/27
二火会
→4/25 吹上浜清掃 地区研修・協議会報告
活動に振替
理事会 12 時～
月/日

クラブ

例会場

4/7
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

鹿児島西

山形屋

鹿児島西南

ゆうづき

クラブ協議会

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

休会

鹿児島北

ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ

ゲスト卓話 四元幹雄様

鹿児島 SW

鹿児島東急
REI

会員卓話

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

クラブフォーラム

鹿児島城西

鹿児島東急
REI

クラブフォーラム

コ州にまたがるナバホネーション（ナバホ先住民の居
住地域）では、約 7 万世帯が水道水とトイレのない生
活を送っています。電気がないため、水は給水車で地

4/8
（木）

上の 50 ガロン（約 190 リットル）の樽に入れ、小さな容
器で家の中に運んでいます。
アラバマ州には 80 万以上の個人用浄化システム
があり、そのうち約 4 分の 1 が故障しています。洗練さ
れたシステムを導入できない貧しい家庭では、未処理
の汚水を屋外の屋外に流す方式を採用しています。

4/9
（金）
4/12
（月）

洪水が発生すると、汚水は生活区域に運ばれ、ウイル
ス、バクテリア、寄生虫などのリスクをもたらします。
アジア
2000 年以降、アジアの一部の農村部では、改善さ
れた衛生設備を利用できる人の割合が都市部よりも急

4/13
（火）

プログラム
ゲスト卓話 木方十根様
会員卓話

クラブ協議会
休会
クラブ奉仕フォーラム

