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会  長  の  時  間 宇都　和治

　連日猛暑日が続いています。各地の熱中症
の被害が大きく報道されています。
　皆様、体調管理万全でしょうか。室内にい
ても安心できません。水分を十分摂って下さ
い。
　100回記念となる夏の甲子園、県代表鹿児島
実業が幸運にも初日の第１試合に抽選が当た
り歴史に残る始球式に遭遇してその上、見事な快進撃で勝
利を勝ち取りました。熱い声援を送りたいものです！
　本日は、市内分区ガバナー補佐内村文泰AGをお迎えし
てのガバナー公式訪問前のクラブ協議会を開催いたします。
内村AGは我々中央クラブの親クラブでもある鹿児島RCの
会員でもあります。それだけに親近感を感じます。後で、
例会及び公式訪問前のクラブ協議会の講評をいただきたい
と思います。
　クラブ協議会では、本年度のクラブ基本方針及び各委員
会の事業計画を発表していただきます。
　第１回目となる今回のクラブ協議会の意義は極めて重要
な会議であります。24日に野中ガバナーをお迎えし「我が
クラブはこうして１年間『効果的なロータリークラブ』と
なる為にこのような活動計画を発表します。」と披歴する
場であります。なかんずくクラブの各リーダー、会員、地
区リーダー間のコミュニケーションを図るためのクラブ協
議会でもあります。忌憚ない意見交換の場となり、充実し
た会になりますようご協力お願い申し上げます。
　それでは各委員会の委員長さん方宜しくお願い致します。

クラブ協議会での会長挨拶
　我がクラブは本年「寛容の精神で友情の絆」を掲げて出
発いたしました。
　クラブ創立40周年を迎える節目となる年でもあります。
ラビンドラン会長のRIテーマ「世界へのプレゼントになろ
う」の世界とは家庭であり、職場であり、住んでいる地域
であり、クラブでもあります。どれも大事な世界であると
野中ガバナーは教えてくれました。又、プレゼントとは身
近なところでプレゼントができるか考え行動する。例えば
例会出席に努力する、財団、米山への協力、職業奉仕、社
会奉仕、姉妹クラブとの交流や高校生交流に真剣に取り組
む。更に自身の人生の成功、会社の発展、素晴らしい家族
の構築等々すべてが世界へのプレゼントになると確信しま
しょうと‥‥。奉仕は力、サービス、イズ、パワー。特に
62名の目標である会員増強拡大に取り組んで参りましょう。

　８月10日、森博幸鹿児島市長より宇都和治君に39代鹿児
島中央ロータリークラブ会長就任をお祝いする祝電が届き
ました。紹介いたします。

鹿児島中央ロータリークラブ
会長　宇都和治様
　会長就任を心からお慶び申し上げます。今後とも卓
越したご識見と豊かな経験を生かされ、益々ご健勝で
ご活躍されますようお祈り申し上げますとともに、本
市政に対しましても、よろしくご指導ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

鹿児島市長　森　博幸
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本日のプログラム ガバナー公式訪問 ８月 会員増強・新クラブ結成推進月間

鹿児島市内分区ガバナー補佐
内村　文泰

　一昨年から鹿児島市内分区のガバナー補佐が二人体制に
なっております。私はその一人で鹿児島ロータリークラブ
の内村でございます。日高ガバナー補佐と５クラブづつに
分けて担当いたしますが、今日は最初のガバナー公式訪問
前の補佐訪問ということで多少緊張しておりますので、皆
さん宜しくお願いします。ちなみに当クラブを最初に鹿児
島東南RC、鹿児島西南RC、鹿児島北RC、鹿児島RCを担
当します。一年間宜しくお願いします。よく存じ上げてい
るメンバーの方々も多く、多少のおもはゆいところはあり
ますが、楽しく交流を深め多少のアドバイスが出来たらと
思っております。
　2015年～2016年のRIテーマは「世界のプレゼントになろ
う」です。K.R.“ラビ”ラビンドラン会長（スリランカコ

ロンボRC）はロータリーは私たちの
資源を引き出し、それを人生で活か
す道を見つけてくれますと言われて

おります。結局のところ、私たちの人生の価値はどれほど
得たかではなくどれほど与えられたかによって判断される
とも言われています。「人は手を閉じてうまれ、手を開い
て世を去る」また「己の才能は、天から授かったもの」と
いわれます。ですから私たちはその授かりものをお返しす
るのです。私たちに与えられた時間は今です。この機会は
二度と訪れるものではありません。だから「世界へのプレ
ゼントになろう」ということです。
　本年度は2730地区は野中玄雄ガバナー（延岡東RC）で
す。野中ガバナーはRIテーマに対して「奉仕は力！活かそ
う例会」を地区のモットーとして掲げておられます。RI会
長賞への挑戦そのほかについては地区研修協議会を熟読し
ていただければと思います。いずれにしてもどのクラブも
それぞれに問題を抱えていると思います。会員維持増強・
会員の資質向上・奉仕活動への取り組み・ポリオ撲滅への
協力・ロータリー財団への協力とその資金を使っての地域
での或いは国際的な活動等々クラブそれぞれに優先順位が
あり課題もあると思います。皆さん本気で考えましょう。
そして行動に移しましょう。

就任の挨拶



議　題
１）８・９月例会プログラムおよ
　　び行事予定
　　①9/14（月）鹿児島東RCと
　　　の合同例会について
　　　18:30から中央RCの運営で
　　　開催
　　　歯車会（ゴルフ）は時期、
　　　場所共気候を考慮して検討
２）会計報告（別紙明細）
　　①７月度試算表について　　異議なし
３）2018-2019年度ガバナー候補者推薦について（別紙）
　　（ガバナーノミニー・デジグネート）
　　推薦者なし
　　ガバナー補佐への推薦準備（選考・依頼）を行う
４）年輪会開催について
　　40周年記念事業・式典、副会長人事について諮問のために
　　開催を依頼
５）副会長人事について　　指名委員会に一任

Ｒソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和　　
ゲスト紹介：鹿児島市内分区ガバナー補佐

＝内村　文泰様（鹿児島RC）
会長挨拶：会長　宇都　和治君
入会式：⑴推薦者の言葉⇒宮嶋　文昭君
　　　　⑵会長よりバッヂ贈呈（資料）⇒宇都　和治君
　　　　⑶新入会員挨拶⇒中間　貴志（なかま たかし）君
　　　　　　　　　　　　勤務先：なかま法律事務所　代表
　　　　　　　　　　　　所属委員会：親睦委員会
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①８･９月例会プログラム及び行事予定表
　　　　　　　　②月信８月号　③ロータリーの友８月号
　　　　　　　　④2015-2016年度　アセンブリー
２）掲示板　①７月度試算表

３）本日学習会　例会終了後例会場
　　「用語解説と会員増強・拡大月間」
４）本日RT⇒玉里屋　18:30～　担当：国際奉仕委員会
５）次週　8/17（月）クラブ定款に基づき休会
　　　　　8/24（月）ガバナー公式訪問の為18:30～に変更
出席報告：出席委員会　
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT委員会
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出席報告

次 回 例 会　平成27年8月24日（月）

会員数 出席数 出席率

ガバナー公式訪問

8月10日のスマイル  小計 8,000円　2015～2016年度　累計 120,013円

●内村　文泰君／本日はガバナー補佐としての初めての訪問です。
宇都会長以下メンバーの皆さんお互いに支え合って素晴らしい年度
となりますよう期待してスマイル致します。
●宇都　和治君・深野木　信君／市内分区内村ガバナー補佐来訪に
感謝し更に新入会の中間貴志会員の御祝いを心から申し上げます。
お目出とうございます。ロータリアンとしての輝かしい第一歩をス
タートして下さい。
●海江田順三郎君／先週７日に日中友好協会と商工会議所で共催
しました「日中経済交流会議in鹿児島」は日中交易関係者130名の
参加で、「敬天愛人」を説かれた北京の弁護士の記念講演が講評
でした。
●池畠　泰光君／第97回全国高校野球大会開幕式に行ってきまし
た。創立100周年記念に我が母校が出場５年ぶり18回目の晴れ舞台
に、堂々の入場行進は規律を重んじる鹿実らしく頭を上げ、手を振
り足を上げている姿を見て誇りに思う事でした。試合の方は序盤は
シーソーゲームの展開でしたが、５回に10点を入れた時には、100
年の想いが実ったと云う気持ちでした。感無量で不屈不撓の校歌を
聞いてアルプススタンド肩を組み合って唄いました!!12日試合が第
４試合目にある様ですが必ず勝つでしょう。次は準決勝での再会を
同窓会の皆さんと約束して帰って参りました。皆さんの応援を心よ
りお願い致します。

６）「にゃんフェスかごんま2016」ご協賛のお願い（別紙）
　　協賛願いの会員配布を承認
　　クラブへの講演依頼はRCCとの関連を調査の上、再審議
７）10/16-18地区大会について
　　17-18の一泊二日、貸切バス、20人参加で計画
８）那覇西RCとの高校生交流事業について
　　日程：11月28日（土）・29日（日）・30日（月）
　　アーバンポートホテルに宿泊　詳細は今後打ち合わせ
９）10/26（月）職場訪問例会について
　　場所は検討中
10）出席免除申請について
　　尾立六市君
　　免除期間　平成27年７月27日～平成27年12月31日
　　承認
11）その他
　　①ガバナー公式訪問例会プログラムについて
　　　女性会員の配偶者へ案内を送付する
　　　配偶者の参加は例会までとする
　　　（写真撮影・フォーラムは不参加）
　　②次回理事会について
　　　平成27年９月７日（日）　例会後～　於：山形屋７Ｆ　開聞

定例理事会議事録定例理事会議事録

平成 27 年８月 10 日（月）例会終了後引き続き開催　於：例会場
１．開会の挨拶　　　会長　宇都和治君
２．基本方針及び事業計画発表
　　①出席委員会　　　川村浩嗣君　②広報雑誌･IT 委員会　高岡和也君
　　③親睦委員会　　　吉村隆博君　④プログラム委員会　森園千廣君
　　⑤会員増強委員会　青﨑　彰君　⑥ロータリー情報委員会　前迫　実君
　　⑦職業奉仕委員会　橋元　隆君　⑧社会奉仕委員会　小福田博君
　　⑨国際奉仕委員会　川畑英樹君　⑩青少年委員会　　田中和俊君
　　⑪ロータリー財団委員会　石塚俊雄君　⑫米山奨学委員会　池脇　剛君
　　⑬交流委員会　　　池畠泰光君
３．質疑応答
４．講評　　ガバナー補佐　内村文泰君
５．閉会の挨拶　　　会長　宇都和治君

ガバナー公式訪問前クラブ協議会ガバナー公式訪問前クラブ協議会

ラウンドテーブル
担当：国際奉仕委員会

日時：８月１７日　18:00～　場所：サンデイズイン鹿児島
19:00から新入会員との懇親会が行われました。
年輪会会長海江田PGから年輪会についてお話をしていただきました。
参加者：海江田順三郎　丸元貞夫　林　良昭　椨　茂吉　尾堂友紀
　　　　重久善一　石塚俊雄　川畑英樹　小原正信　前迫　実
オブザーバー：宇都和治　深野木信
懇談会参加新入会員：西元春義　川路理幸　林秀之　石﨑信一郎
　　　　　　　　　　中間貴志　　　　　　　　　　　　　　計16名

日時：8月10日（月）18:30～
場所：串処 玉里屋

会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成27年８月３日（月）
例会後　13:30～14:30
宇都和治・深野木信
吉田健朗・重久善一
宮脇謙舟・橋元　隆
小福田博・川畑英樹
田中和俊・森園千廣
池畠泰光・前迫　実

第１回学習会 「ロータリー用語解説」
ロータリー情報委員長　前迫　実

年 輪 会年 輪 会


