
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

 

 

 

第 2408回例会報告 

会長長挨拶 

会長 中馬 敏之 

皆さんこんにちは。先日のことですが、歌手の森

山直太朗さんのコンサートに行ってきました。こ

れまでクラシックのコンサートに行ったことはあ

ったのですが、芸能人のコンサートは初めての経

験でした。 

場所は市民文化ホールで、観客の年齢層は比較的

高めだったのですが、子ども連れの家族もいて、

多くの観客が入っていました。 

 

私自身音楽はたまに聴くくらいなのですが、会場

で聴く生ライブは迫力が違いました。高音も綺麗

ですし独特の声で引き込まれますね。 

森山直太朗さんの楽曲としては、正直「さくら」

くらいしか知らなかったのですが、奄美出身の中

孝介さんの「花」を作曲したのが森山直太朗さん

で、コンサートでも「花」を歌っていました。じ

っくり聴く曲が多いのかなと思ったのですが、テ

ンポのいい曲もあって、私含め多くの観客が手拍

子をしたり立ち上がって拍手をしたりしていまし

た。 

歌だけでなく、曲と曲の合間のトークも面白かっ

たです。天文館のニューニシノのサウナに入って

隣にいた人がおならをしたとか、サウナ好きの人

なら「オロポン」を知っていると話していました。

「オロポン」とは、どうもオロナミンＣをポカリ

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 中馬 敏之  幹事 渡海谷 宗宜 副会長 野井倉 洋豪 

（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 

 サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 
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E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2409回   №42 

2019年 6月 4日（火） 

本日のプログラム  

次年度委員会別ミーティング 

インスピレーションになろう 

2018~2019年度 RI会長 バリー・ラシン 

(バハマ、イーストナッソーロータリークラブ所属) 

RI第 2730地区ガバナー   川原篤雄（鹿児島サザンウインド RC） 

鹿児島県市内ガバナー補佐  Bグループ上田耕平（鹿児島北 RC） 

                   Aグループ内倉厚弘（鹿児島城西 RC） 

6月 お誕生日おめでとうございます。                             

田代浩二君（11日）・山田忠茂君（22日） 

6月 結婚記念日おめでとうございます。                           

大石裕一郎（5日） 
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スエットで割った飲み物らしく、将来商品化され

るんじゃないかと思うくらい美味しいと熱く語っ

ていました。興味が湧いたので帰宅し試してみま

したが、まあまあかなという印象でした。 

今回森山直太朗さんは「人間の森」コンサートツ

アーで鹿児島に来たらしく、全部で２０曲くらい

歌ってくれました。私は「さくら」を聴きたいと

思っていたのですが、プログラムには入っておら

ず、今日は聴けないのかなと諦めかけていたら、

最後のアンコールで聴くことができました。やは

り名曲ですね。とても感動しました。 

実はこの「さくら」、全国放送の音楽番組で鹿児島

の加計呂麻島にある西阿室小学校（全校生徒７人）

で、１人の卒業生のためにサプライズで森山直太

朗さんが学校に行って歌ってくれたそうです。 

多くの観客はこのことを知っていたらしく、この

エピソードが話されると会場がもの凄い拍手に包

まれました。 

たまには生ライブを体験するのもいいものです。

歌声と演奏の迫力に感動しましたので、また何か

のコンサートに行ってみようと思いました。 

 

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 

● 6 月 18 日（火）は、例会前 12 時～今年度及

び次年度の新旧理事会が開催されます。 

● 6月 25日（火）の最終例会は、天文館のビー

ファーズ 1階で 18時 30分～開催いたします。 

案内は後日改めてお送りいたします。 

 

出席報告 

 

スマイル報告 今回はございません。 

本日計 0円 累計 328,000円 

 

RAスマイル報告 今回はございません。 

本日計 0円 累計 212,000円 

 

本日のプログラム 次年度理事会及び各委員会発表 

理事会 

会長 野井倉洋豪 

幹事 飯野和男 

副会長 

理事 中馬敏之 

理事 末吉重栄 

理事 東 則秋 

理事 山田忠茂 

理事 上園哲生 

理事 瀬戸口均 

理事 居川 亮 

各委員会 

クラブ管理運営委員会 委員長 上原 勝 

副委員長 東 則秋 

親睦委員会 委員長 渡海谷宗宜 

副委員長 別府雅之 

委員 前田忠志 上田平重樹 居川 亮  

瀬戸口均 田中啓悟 

ロータリー研修・情報 委員長 上園哲生 

副委員長 平塚五郎 

出席委員会 委員長 田中啓悟 

副委員長 末吉 重栄 

委員 田代 浩二 

プログラム委員会 委員長 末吉重栄 

副委員長 山田忠茂 

委員 宮嵜義之 

奉仕プロ上クト委員会 委員長 山田忠茂 

副委員長 上原 勝 

職業奉仕委員会 委員長 居川 亮 

副委員長 上原 勝 

委員 宮嵜義之 

社会奉仕委員会 委員長 瀬戸口均 

副委員長 中馬敏之 

委員 瀬戸口勇 井料長敏 

国際奉仕委員会 委員長 若松利秋 

副委員長 山田忠茂 

委員 上田平重樹 

会員数 23名 前々回出席者 22名 

出席免除 1名 メークアップ 1名 

出席会員 12名 出席訂正率 100% 

出席率 54.5%   



青少年奉仕ローターアクト委員会 委員長 東 則秋 

副委員長 居川 亮 

委員 上田平重樹 山田忠茂 

会員増強委員会 委員長 上原 勝 

副委員長 別府雅之 

委員 田中啓悟 瀬戸口均 居川 亮 

公共イメージ・広報委員会 委員長 大石裕一郎 

副委員長  中馬敏之 

ロータリー財団委員会・米山奨学会 

委員長 宝来春巳 

副委員長 末吉重栄 

委員 山田忠茂 

ＳＡＡ 上園哲生 

副ＳＡＡ 瀬戸口均 居川 亮 

夜の会ＳＡＡ 前田忠志 

会計 中馬敏之 

監査 平塚五郎 

例会風景の写真が撮影できておりませんでした。 

申し訳ございません。 

事務局 

理事会  2019年 5月 28日（火） 12時～ 

出席者：中馬、飯野、上園、東、山田、上原、末吉、居

川 

委任状あり：野井倉、別府、渡海谷、瀬戸口均 

１ プログラムについて 

6/4 次年度委員会別例会 

委員会別に席につく 

6/11 次年度委員会別例会 

6/18 クラブ協議会 

G補佐訪問 

会長幹事 1年を振り返って 

新旧理事会 12時～ 

6/25 最終例会 18時 30分～（於：ビーファーズ） 

7/2 会長幹事 新年度挨拶 

7/9 夜間例会（親睦委員委員会担当） 

   新入会員歓迎会 

7/16 委員会活動計画 

7/23 委員会活動計画 

    理事会 12時～ 

7/30は第 5週目のため例会無し。 

２ 新クラブ協力金について 

（鹿児島 SWRCからの文書より抜粋） 

鹿児島市内グループ 11番目のクラブとして、2019年

5月 1日に『鹿児島令和ロータリークラブ』の国際ロー

タリーへの加盟が正式に認証されました。これもひとえ

に、貴クラブを始めとする鹿児島市内グループ並びに

RI第2730地区のロータリアンの皆様のご支援の賜物

と、会員一同心から感謝申し上げます。つきましては、

新クラブ設立ための協力金を、鹿児島市内グループ

各クラブの皆様へお願いする次第です。新クラブが素

晴らしいスタートを切れますよう、皆様のご協力をお願

い致します。1口 50,000円（何口でも結構です） 

→協力する予定だが、市内会長幹事会で他のクラブ

の動向をかくにんする。 

３ 青少年交換留学生について 

上原会員・山田会員が鹿児島工業高校へ行き、青少

年交換について説明し協力を求めた。授業料は地区

で負担してもらうことになるが、制服は地区が費用を出

さない場合、当クラブで購入の必要があるかもしれな

い。 

４ 50周年台北 GPRC タクシーチケット 

クラブが負担することを承認 

５ その他 

おぎおんさぁ開催の広報、扇子販売への協力 

→6/4に商工会議所の方が例会に来られる。 

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

 

ホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウ

エンブルグ・メリン・ロータリークラブ会員）が 2020-21

年度国際ロータリー会長に選出されました。  

会長指名委員会は、スシル・グプタ氏が健康上の理由

で先月会長ノミニーを辞任したことに伴い、再度会長



ノミニーの選考を行いました。対抗候補者の氏名が提

出されない限り、クナーク氏は 5月 31日に正式に会

長ノミニーとなります。  

クナーク氏は、会員基盤を強化するためにはロータリ

ーが女性会員数を増やし、ローターアクターのロータ

リークラブへの移行に焦点を当てる必要があると話し

ます。「優秀なローターアクターが大勢いるにも関わら

ず、ロータリークラブに入会するのはほんのわずかで

す」とクナーク氏。 

ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペーンは、

ロータリーが公共認識を高める上での新しい可能性を

もたらすとクナーク氏は話します。「それぞれの地域性

や文化を尊重しつつ、ロータリーの国際的なイメージ

を伝えるのに最適なキャンペーンです」  

1992年にロータリーに入会したクナーク氏は、ロータ

リーの財務長、理事、モデレーター、各種委員会の委

員や委員長、規定審議会代表議員、ゾーンコーディ

ネーター、研修リーダー地区ガバナーを歴任したほ

か、恒久基金／大口寄付アドバイザー、2019年ハン

ブルグ国際大会ホスト組織委員会の共同委員長でも

あります。  

不動産業を営む「Knaack KG」の CEOであり、125

年続く家族事業の「Knaack Enterprises」のパート

ナー兼ゼネラルマネジャーを務めました。  

地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メン

バーで、Gut Grambekゴルフクラブの会長を務めた

経験もあります。さらに、カール・アダム財団の会長で

創設者です。  

スザンヌ夫人とともに、ロータリー財団のメジャードナ

ーで、遺贈友の会のメンバーです。 

2020-21国際ロータリー会長指名委員会は次の通り

（敬称略）：小沢一彦（横須賀ロータリークラブ、日本、

神奈川県）、マノジ D. デザイ（バローダメトロ・ロータ

リークラブ、インド、グジャラート）、シェカール・メータ

（カルカッタ・マハハガル・ロータリークラブ、インド、ウ

ェストベンガル）、ジョン G. ソーン（ノースホバート・ロ

ータリークラブ、オーストラリア、タスマニア）、ギラー 

E. タマンガン（マカティウェスト・ロータリークラブ、フィ

リピン、マカティシティ）、朴柱寅（パク・ジュイン）（順天

ロータリークラブ、韓国、全羅）、エリオ・チェリーニ（ミラ

ノドゥオーモ・ロータリークラブ、イタリア）、ギデオン M. 

パイパー（ラマトハシャロンロータリークラブ（イスラエ

ル）、パー・ホイエン（アールップ・ロータリークラブ、デ

ンマーク）、 ポール・ニフ（ウェスプ・ロータリークラブ、

オランダ）、サム・オクズエト（アクラ・ロータリークラブ、

ガーナ）、ジョゼ・ウラビシ・シルバ（レシフェ・ロータリー

クラブ、ブラジル）、ブラッドフォード R. ハワード（オー

クランドアップタウン・ロータリークラブ、米国カリフォル

ニア州）、マイケル D. マッカラ（トレントン・ロータリー

クラブ、米国ミシガン州）、カレン K. ウェンツ（メリービ

ル・ロータリークラブ、米国テネシー州） 、マイケル K. 

マクガバン（サウスポートランド・ケープエリザベス・ロー

タリークラブ、米国メーン州）、 ジョン C. スマージ（ネ

イプルス・ロータリークラブ、米国フロリダ州） 

 

 

★記帳メーキャップ受付はございません。 

6/11 

次年度委員会別 

例会又は卓話 

6/18 

クラブ協議会 

G補佐訪問 

会長・幹事 1年を振

り返って。 

6/25 

最終例会 

18：30～ 

於：ビーブァーズ 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

6/5 

（水） 鹿児島南 サンロイヤル 会員卓話 

鹿児島西 山形 クラブフォーラム 

鹿児島西南 ゆうづき フリートーキング 

6/6 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ フリートーキング 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 会員卓話 

鹿児島

SW 

鹿児島 

東急 REI 会員卓話 

6/7 

（金） 
鹿児島 山形屋 クラブフォーラム 

6/10 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 会員卓話 orゲスト卓話 

6/11 

（火） 
鹿児島城西 

鹿児島 

東急 REI クラブ協議会 


