
  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

  

第 2402回例会報告 

会長長挨拶 

会長 中馬 敏之 

皆さんこんにちは。鹿児島も桜の開花宣言があっ

たことは以前お伝えしましたが、先々週、霧島に

桜を観に行ってきました。 

途中、車道から見える桜に感動しながら霧島神宮

まで足を延ばしました。霧島神宮は、正月の初詣

に比べたら人が少なく、渋滞することもなく車を

停めることができました。桜はそれほど多くなか

ったのですが、鳥居の下に桜が咲いており、写真

を撮って、お参りして霧島神宮を後にしました。 

戻る途中、嘉例川駅にも寄ったのですが、線路沿

いに桜がきれいに咲いていました。ちょうど電車

が駅に到着し、桜の花びらが舞うなか電車が走っ

ていく姿が風流で美しく、映画のワンシーンのよ 

 

うでとても感動し、特別鉄道ファンではないので

すが、思わず写真を撮ってしまいました。 

桜は、場所によって雰囲気が変わりますし、周囲

の状況で感じ方、受け取り方が変わると思います。

桜を観ると感動しますし、さすが日本の国花だけ

のことはあると思いました。 

甲突川沿いの桜は遅咲きですが、今は満開の場所 

もあるみたいですので、これから花見をされる方、

ぜひ楽しんで下さい。 

 

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 

● 来週 4月 16日（火）は、二火会となっており

ます。お昼の例会はございませんのでご注意くだ

さい。 

● 4月 23日（火）の例会は、4月 21日（日）の

吹上浜清掃へ振替となります。 

● 4月 30日（火）は、第 5週目のため休会とな

ります。 

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 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

第 2403回   №36 

 

2019年 4月 16日（火） 

本日のプログラム 二火会 

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） 
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● 5月 12日（日）に地区協議会が宮崎市で開催

されます。 

● ロータリーの友・ガバナー月信の各 4 月号を

配布しております。 

 

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 305,000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 クラブ協議会 PETS報告 

野井倉会長エレクト 

 

2019-20年度第 2730地区目標・計画について 

ガバナーエレクト 喜島健一郎 

地区目標「クラブの活性化に努めよう」 

地区計画 

① 童心と共に原点を大切にして変化を受け入れ目

標に向かおう 

② 女性会員が 10％未満のクラブは 10％以上に増

強しよう 

③ クラブ会員が 50名以下のクラブは 10名単位で会

員を増強しよう 

④ 姉妹クラブがないクラブは国内もしくは国外に姉

妹クラブを一つ作ろう 

⑤ 5年間グローバル補助金を使用していないクラブ

は、財団のグローバル補助金を使い、国境を越えた恵

まれない人々を支援する活動をしよう 

 

 

 

 

 

 

会員数 24名 前々回出席者 15名 

出席免除 1名 メークアップ 0名 

出席会員 14名 出席訂正率 62.5% 

出席率 60.8%   



 

 

 

理事会報告 2019.04.09 

出席者：中馬、渡海谷、上園、東、別府、山田、上原、

（敬称略） 

１ プログラムについて 

5/7 50周年準備例会 

前回の準備例会欠席の方は出席を促す連絡を入れ

る。別府祝賀会委員長が、祝賀会について説明を行

う。 

5/14 5/11の周年へ振替 

5/21 地区研修協議会報告 

5/28 クラブ協議会 

    次年度理事発表（野井倉会長エレクト欠のため

次期飯野幹事が行う） 

新・旧理事会 12時~ 

6/4 次年度委員会別例会 

6/11 次年度委員会別例会または卓話 

6/18 クラブ協議会 

12時~新旧理事会 

6/25 最終例会（於：ビーファーズ）18：30~開始 

次年度委員会別例会では、アッセンブリーについて

協議・確認する。 

2 次年度ガバナー公式訪問 

2019年 8月 27日を予定 

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

ロータリーデーを終えて 

実行委員長 

鹿児島中央ロータリークラブ 

会長 池畠 泰光 

「世界を変える行動人」2730地区第 1回のロータリー

デーは 2019年 2月 24日（日）かごしま環境未来館で

開催されました。 

「地域社会の人々に楽しみながら情報を学んでもらう」

この事をテーマに掲げて進めて参りました。第 1回の

実行委員会（平成 30年 12月 20日）開催にあたり、

ガバナー補佐の助言を賜りながら、市内 10 クラブの

会長・幹事の皆様の御協力と共に「心をひとつ」にして

実行委員会を行い「会場」「講師」「講演テーマ」「催事」

「渉外」「広告」等について、各担当別に振り分けて行

いました。その後も、第 2回、3回とプロジェクトを作り

行動して参りました。先ずは、市内 10 クラブの「活動と

歴史」をパネルに貼って、絵や写真などで伝えて、そ

れぞれの運営の在り方を報じていました。具体的なク

ラブの活動指針になったようです。 

プラスワンの考動として「地球環境・地球温暖化」につ

いて、迫田修氏の大自然に生きる人々の生活環境な

どを学び、自然を大切に活かして持続可能な環境作り

にロータリーがどの様に関わって行くか、今後に課せ

られた大切なテーマだと講演を賜りました。 

イベントを通じて、楽しくコミュニケーションの輪を広げ

ようと午前中は、カレーや豚汁の振る舞い（約 150人

分）を行い、アツアツのお料理に舌づつみしながら和

気藹々と召し上がっていました。午後からは大きな掛

け声とともに参加者の子供から大人まで杵をもって餅

つき大会を行い、丸めた餅を参加者に配布（200人分）

しました。 

夜の交流会では、川原ガバナーもご出席されて「ロー

タリーデーを通じて、世界で、地域社会で、そして自

分自身の中で持続可能な良い変化を生むためにこれ

からも手と手を取り合って行動して行きましょう」と話さ

れました。参加者は約 100名のロータリアンやご夫人

の皆様も一同に会して楽しく和やかに過ごしました。

会場を提供して頂きましたジェイドガーデンパレスの

社長・社員の皆様ありがとうございました。 

この度ロータリーデーの開催にあたり、短期間の中で

の計画・行動・チェックに多大なるご尽力を賜りました

各クラブの会長・実行委員の皆様、会場を設営し、駐

車場を開放して頂いた環境未来館の館長並び職員の

皆様には心より感謝申し上げます。 

最後にホストクラブの中央ロータリークラブの皆様、御



協力誠にありがとうございました。感謝です！ 

出入口チェックカウントによる調査では、約 500名が

入館され、講演会は約 90名、ワークショップは約 300

名、イベント約 200名、受付の所では募金箱を設置し

て「ポリオ」のバッチも進呈しました。 

ロータリーデー出納 

収入  

摘要 入金額 

人頭分担金 10 クラブ 850,000円 

地区からの補助金 250,000円 

預金利息 1円 

雑収入（交流会残金） 20,000円 

計 1,120,001円 

支出 

摘要 支出額 

文具等費 1,000円 

会場費 9,600円 

謝礼（ワークショップ4団体） 36,000円 

謝礼（講演者） 30,000円 

謝礼（演奏） 30,000円 

環境未来館へ寄付 20,000円 

設営 54,000円 

パネル製作 194,400円 

印刷等代 208,880円 

カメラレンタル代 10,000円 

プロパンガス 10,800円 

交流会飲み物追加 32,000円 

イベント内食材 140,400円 

諸経費 26,480円 

警備費 38,016円 

講演会ライブ配信 100,000円 

振込手数料 7,344円 

地区からの補助金返金 171,080円 

計 1,120,000円 

収入 1,120,001円 

支出 1,120,000円 

預金利息 1円は、中央 RC雑収入にて処理 

 

 

 

★記帳メーキャップ受付（11：30～12：30）。 

4/23→4/21（日） 

吹上浜清掃へ振替 

4/30 

休会 

5/7 

50周年準備例会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム 

4/17 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 外部卓話 

鹿児島西 山形 ゲスト卓話 

鹿児島西南 ゆうづき クラブ協議会 

4/18 

（木） 

 

鹿児島東 ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ 会員卓話 

鹿児島北 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ ★定款休会 

鹿児島

SW 

鹿児島 

東急 REI クラブフォーラム 

4/19 

（金） 鹿児島 山形屋 ゲスト卓話 

4/22 

（月） 鹿児島中央 山形屋 レディースデー例会 

4/23 

（火） 鹿児島城西 
鹿児島 

東急 REI クラブフォーラム 


