
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

7月 6日第 2484回 

 

会長挨拶      

会長 居川 亮 

プログラムでお話しさせていただきます。 

 

ゲスト・ビジター紹介  

今回はいらっしゃいません。 

 

会務報告 

●ガバナー月信とロータリーの友 7 月号を配布し

ております。 

●来週は志學館大学模擬面接会が中止となったた

め休会となります。 

●2022-23年度第 2730地区ガバナーが宮崎 RCの

池ノ上 克(いけのうえつよむ)会員に決定しました。 

●日本ロータリーの 100 年史が数量限定で販売さ

れます。クラブ用に 1 セット届きますが個人でご

入用の方は事務局に早めにお申し出ください。 

 

出席報告 

 

スマイル報告  

☆居川亮君－新年度が始まりました。今期よろし

くお願いいたします 

☆瀬戸口均君－居川会長と一年間頑張っていきま

す。皆様よろしくお願いいたします。 

☆寳來春巳君－居川君の活躍を祈ります。私にで

きるは出席だけ。 

☆平塚五郎君－居川会長、瀬戸口幹事、一年間よ

ろしくお願いいたします。昨年度最終例会欠席す

みません。飯野前会長、東前幹事お疲れ様でし

た。 

☆野井倉洋豪君－新年度のクラブ行事が始まりま

す。皆様よろしくお願いいたします。 

☆上原勝君－新会長・幹事さん一年間よろしくお

願いします。大変な年度と思いますが、全会員協

力し頑張りましょう。会員増強もお願いします。 

☆飯野和男君－居川会長、瀬戸口幹事１年間よろ

しくお願いします。 

☆若松利秋君－居川会長、瀬戸口幹事１年間よろ

しくお願いします。 

☆別府雅之君－居川会長、瀬戸口幹事１年間頑張

って下さい。 

会員数 22名 前々回出席者 14名 

出席免除 2名 メークアップ 7名 

出席会員 13名 出席訂正率 100％ 

出席率 65.0%   

週 報 
奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするため

に 

2021~2022 年度 RI 会長 シェカール・メータ 

(Calcutta-Mahanagar ロータリークラブ＜印国＞) 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 居川 亮 幹事 瀬戸口 均 副会長 田中 啓悟 

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

 

第 2485回   №2 

2021年 7月 20日（火） 

本日のプログラム  

二火会 

RI第 2730地区ガバナー   井福博文（都城西 RC） 

鹿児島県市内ガバナー補佐  Bグループ宇都和治（鹿児島中央 RC） 

                   Aグループ深尾兼好（鹿児島西 RC） 
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☆東則秋君－居川会長、瀬戸口幹事、新年度スタ

ートおめでとうございます。１年間よろしくお願

いします。 

☆上田平重樹君－会長、幹事新年度よろしくお願

いします。 

☆中馬敏之君－居川会長、瀬戸口幹事、新年度ス

タートおめでとうございます。１年間よろしくお

願いします。 

☆渡海谷宗宜君－居川会長、瀬戸口幹事１年間頑

張って下さい。 

 本日計 137,000円 累計 137,000円 

 

RA スマイル報告  

今回はございません。 

 本日計   0円 累計     0円 

  

本日のプログラム 会長・幹事新年度挨拶 

会長 居川 亮 

皆さんこんにちは。2021-2022年度鹿児島東南 RC

の会長に任命されました、居川 亮です。 

まずは、前期会長を務められました飯野前会長、前

期幹事の東前幹事、ガバナー補佐という大役を務めら

れました野井倉前ガバナー補佐、お疲れ様でした。ま

た、理事の皆様は今期もお願いする方が多いですが、

よろしくお願いいたします。そして、本日はお休みです

が、副会長と副幹事を快く受けていただいた田中さん

と田代さんもありがとうございます。ご迷惑をお掛けしな

いように頑張りますので、1年間お願いします。 

去年、会長のお話しをいただいてから、あっという間

に 1年が過ぎ、あっという間に出番が回ってきてしまい

ました。早速、新年度の挨拶からということでしたので、

内容を考えていたのですが、人前で長時間話すことに

全く慣れていませんので、見苦しいところもあるかと思

いますが、大目に見てもらえれば幸いです。 

ご存じの方も多いかと思いますが、改めて自己紹介

をさせていただきます。昭和 62年 4月 17日生まれ

で、今年 34歳になりました。職業分類は不動産業で、

鹿児島市南林寺町に事務所を構えています。売買仲

介がメインですが、賃貸仲介、賃貸管理、賃貸経営、リ

フォーム提案等、不動産に関することはほとんど行っ

ています。大学を卒業してから、まずは全国展開して

いる不動産会社のエイブルで働いていました。そこで

賃貸仲介と賃貸管理を中心に仕事をさせてもらい、約

5年勤めた後、父親が経営している今の会社に入りま

した。事務所が近かった関係もありますが、当クラブの

会員であった山田さん、現在事務局の山田恵梨香さ

んのお父様にお会いする機会があり、そこで鹿児島東

南ロータリークラブにお誘いいただき、参加させていた

だきました。その当時から山田さんは私を早い段階で

会長すると言っていましたので、その言葉を聞くたび

に戸惑っていましたが、「亮くん、大丈夫。僕が色々教

えるから！」と言っていたことを覚えています。短い間

でしたが、山田さんには大変お世話になり、東南ロー

タリークラブに誘っていただいたことは本当に感謝して

います。山田さんには先立たれてしまいましたが、山

田さんが期待してくれた分も含めて私なりに頑張って

いきたいと思っています。 

さて、今期のロータリーについて触れていこうと思い

ます。2021-2022年度シェカール・メータＲＩ会長は

『奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために』をテ

ーマに掲げられています。そして、ロータリークラブの

大きな課題として、会員増強に力を入れたいと話され

ているそうです。過去 17年以上、ロータリーの会員数

は 120万人のまま横ばいとなっていて、これを今期変

えていきたいと話しています。目標は 1人 1会員増強

し、現在総会員数 120万人を 130万人に増やしまし

ょう。という目標を立てられました。そして、「女子のエン

パワメント」を焦点にあげられています。（エンパワメント

は「権限を与えること」）ロータリーの中核的価値の一

つは「多様性」です。ロータリーの DEI（Diversity, 

Equity and Inclusion）に対する信念を表した公式

声明もあります。多くの場合、女子は不利な立場に置

かれることが多く、私たちが女子のエンパワメントに取り

組むことが重要です。当然ロータリーはすべての子供

に奉仕しますが、特に「女子」に焦点を当てます。世界

各地で女子は多くの問題に直面しており、ロータリー

はこうした女子が抱える問題に取り組み、それを和らげ

るように導くことができます。未来の女性リーダーの成

功に必要な手段を与えてほしいと述べられました。 

もう一つは、ロータリーの活動を世界に紹介する「ロー

タリー奉仕デー」を実施する。ロータリーの活動を世界

に示し、ロータリアン 1人 1人がロータリーのブランド

大使となるよう奨励され、また全クラブが参加するよう

に要請されています。これを受けて、2730地区の井

福ガバナーは「超我の奉仕」と「最もよく奉仕するもの、

最も多く報われる」の二つの標語こそ、的確にロータリ



ーとロータリアンの精神を言い表している言葉だと考え

ていて、このロータリーの原点を大切にし、そこに焦点

を当たられると考えられています。地区研修協議会で

井福ガバナーが言われていましたが、3年前、私たち

はロータリアン相互でインスピレーションを与えあい、

そして、地区にインスピレーションを与えてきました。2

年前はそのインスピレーションで世界と地区をつなぎま

した。そして本年度は奉仕のための機会の扉を開けま

した。次年度は開けた扉の向こうに奉仕のニーズがあ

るのです。私たちのロータリー年度は奉仕の実践で

す。そこで、2021-2022年度地区スローガンを『ロータ

リーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動しよう！』と

しました。このスローガンの「行動」とはロータリー活動

の全てを指しています。それはクラブの強化、会員増

強、奉仕プロジェクトの計画・実行、ロータリー財団・米

山記念奨学会への寄付行為、地区大会への参加、国

際大会への参加、等とおっしゃられていました。 

2730地区の地区計画としては、 

RI会長テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす

るために」の推進。 

〇奉仕は誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊か

にすることを念頭に、もっているリソースを最大限奉仕

に集中させる。 

会員基盤の強化とクラブの拡大 

〇もっと奉仕するために、ロータリーの原点である「親

睦」「職業互恵」で仲間を支援し、 

クラブを強化する。 

〇みんなが新会員 1人を入会させる「Each one 

Bring one」を推進する。 

〇新クラブを設立する 

〇会員基盤の強化とクラブの拡大 

ロータリー賞への積極的なチャレンジの推進 

〇クラブの強化のための目標を設定し、目標を達成す

るよう活動を促すロータリー賞に挑戦する。 

ロータリー財団への寄付推進 

〇補助金を活用して大きなインパクトをもたらす奉仕プ

ロジェクトを実施するため、寄付・募金活動を推進す

る。（年次基金への寄付 150＄米/1人） 

ポリオ根絶への寄付推進 

〇世界に約束したポリオ根絶を達成するために寄付・

募金活動を推進する。 

米山記念奨学会への寄付の推進 

〇日本と世界の架け橋となりロータリーの理想とする国

際平和の創造と維持に貢献する若い人を育てる米山

記念奨学会への寄付を推進する。 

青少年育成の推進 

〇次世代を担う有能な指導者を育成する。 

〇インターアクトクラブ、ローターアクトクラブの会員基

盤の強化・拡大を支援し、ロータリーとの関係を強化す

る。 

〇ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）を

実施する。 

公共イメージ向上の推進 

〇会員基盤の強化と向上に資するためにＳＮＳ、地元

紙、ホームページ等で活動情報を発信する。 

クラブ奉仕部門の活動の推進 

〇地区クラブ奉仕部門とのクラブの連携強化をする。 

〇クラブの抱えている問題の解決に向けて地区チー

ムで支援する。 

ロータリー奉仕デーおよびＩＭの実施 

〇ロータリー活動を世界に紹介するため、すべてのロ

ータリアン・ローターアクター・インターアクターが一般

の人々の参加を促し、ロータリー奉仕デーを開催す

る。 

地区大会への積極的参加の推進 

〇ロータリー年度を祝う地区大会に多くの会員の参加

を促す 

ヒューストン国際大会への参加促進 

〇2022年 6月 4日～8日、ヒューストンで開催される

ロータリー国際大会に多くの会員が参加するよう促進

する。 

以上が 2730地区活動計画となっています。お二人の

テーマと地区活動計画を踏まえて、鹿児島東南ロータ

リークラブでの方針を考えてみました。鹿児島東南ロ

ータリークラブでは、例年継承し続けている事業が多く

あります。これらの事業に自信を持ち、コロナ禍でも安

心して楽しく活動を行えるように柔軟に計画を練って

いくことが重要だと思っています。このような時だからこ

そ、ロータリーの基本と原則を念頭にコロナ禍に対応

した職業奉仕や社会奉仕の仕方を考える機会と捉え、

with コロナでの在り方等を考えていきたいと感じてい

ます。今回、残念ながら志學館大学模擬面接は中止と

なってしまいましたが、しっかりと打ち合わせを行いな

がら、来期開催を目指したいと思います。 

また、その他の事業に関して来期以降に繋げていく

ためにも、多くの会員が例会や事業に参加し、各会員



がロータリー活動の理解度を深めていくことが必要だと

考えています。引き続き会員増強にも力を入れます。

女性会員の獲得や若手会員の獲得を目指してきます

が、性別・年齢に関係なく、ロータリークラブや奉仕活

動に興味のある方がいれば、是非お誘いいただけれ

ばと思っています。そして、2022年 4月又は 5月頃

には RYLAが開催される予定です。補足として

RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）の説明

をさせていただきます。RYLA とは、ロータリー青少年

指導者養成プログラムのことです。年齢 14歳から 18

歳まで並びに年齢 19歳から 30歳までの若い人のた

めの RI常設プログラムです。地区内の若い人々とロ

ータリアンが参加する地区プロジェクトであり、若い

人々の指導者及び全量な市民としての資質を伸ばす

ことを目的としています。 

RYLAの目標としては 

ロータリーが青少年を尊重し、かつ、青少年に関心を

抱いていることを一層明らかにすること。選考した青少

年指導者及びその資質のある人に実地訓練を体験さ

せ、責任ある有能なボランティア青少年指導者となる

方法を身に付けるよう激励、援助すること。青少年によ

る青少年への絶えざる、力強い指導を奨励すること。

青少年指導者として地域社会に尽くしている多数の青

少年の優れた資質を公に表彰すること。です。 

今期、鹿児島市の担当クラブが鹿児島東南ロータリー

クラブになります。詳しい内容はまた後日説明させて

いただきますが、この RYLAを通じて、ロータリアンも

良い勉強になると思いますので、RYLA開催の際はご

協力をお願いいたします。 

2020年初めに新型コロナウィルスが発生してから、

生活の状況が一変しました。前期はその影響で、ロー

タリークラブの活動も非常に困難な状態であり、飯野

前会長もだいぶ頭を悩ませたのではないかと思いま

す。全世界で大流行中の新型コロナウィルスですが、

日本でも未だ、東京を中心に感染が発生しており、鹿

児島でもほぼ毎日のように新たな感染者が発表されて

います。大会やイベント、会食等が開催し辛いご時世

となっていて、コロナ発生前に比べると非常に窮屈な

生活を強いられています。また、今年は東京オリンピッ

ク・パラリンピックが開催される予定で、日程の早い競

技は 7月 21日から、開催式は 7月 23日の予定にな

っているそうです。個人的には非常に楽しみなイベント

なので、毎回楽しみにしているのですが、来日された

選手の中にも新型コロナウィルスの感染者がいたそう

で、東京オリンピック・パラリンピックが新型コロナウィル

ス事情にどう影響していくか注意していかなければなり

ません。ただ、ワクチン接種も広まっており、厚労省に

よると令和 4年 2月末までには完了する計画で行っ

ているようです。近い将来、新型コロナウィルスに怯え

ることのない世の中になることを信じて、今できることを

会員の皆さんと一緒に考え、作っていきたいと思って

います。 

最後になりますが、経験も浅く、ロータリーの知識も

乏しいため、皆様のお力をお借りしないと何もできませ

ん。大変な状況と身に余る重役ではありますが、1年

間頑張っていきたいと思っていますので、皆様ご協力

の程、お願いいたします。 

幹事 瀬戸口 均 

皆様こんにちは。居川会長年度の幹事を務めさせて

いただきます瀬戸口です。入会歴はまだ浅いですが、 

幹事という大役を仰せつかったからには、一生懸命に

頑張らせていただきたいと思います。 

コロナがまだまだ落ち着かないなかではございます

が、例会が有意義で楽しいものになるよう、またクラブ

運営をスムーズに行えるよう居川会長を支え日々精進

していきたいと思いますので、一年間宜しくお願い申

し上げます。 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

7/27 

委員会活動計画 

理事会 12時～ 

8/3 

ガバナー補佐訪

問 

8/10 

ガバナー公式訪問 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

7/21 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 祝日休会 

鹿児島西 山形屋 クラブ協議会 

鹿児島西南 ゆうづき 祝日休会 

7/22 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 祝日休会 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 祝日休会 

鹿児島 SW 
鹿児島 

東急 REI 
祝日休会 

7/23 

（金） 

 

鹿児島 城山ホテル 祝日休会 

鹿児島大学

アカデミー 
鹿児島 

大学 
祝日休会 

7/26 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 ガバナー補佐訪問 

鹿児島

令和 
鹿児島 

東急 REI 
ガバナー補佐訪問 

7/27 

（火） 
鹿児島城西 

鹿児島 

東急 REI ★休会 


