
■ 志賀　啓一
　大会としては二日目にあたる１０月１日は主
に第１本会議が行われ、挨拶・祝辞の後、宮
崎大学学長池ノ上克先生による基調講演が行
われ、その後大会決議と各種報告が行われま
した。
　ガバナー・RI会長代理のアドレスでは、本年度のスローガ
ンである「ロータリーを楽しもう」の考え方のほか、現在ロー
タリーが進めているポリオ撲滅、会員増強、他団体との連携
などについて、それぞれの思いを話されました。
　基調講演は、「国際ロータリー財団奨学生、その後」と題し、
奨学金で留学し、また現在は自身もロータリアンである池ノ
上先生の体験談について講演され、留学後さまざまな立場で
改革を進められたのもロータリー財団奨学生とした留学した
経験があるからであると述べられました。
　第１会議終了後は会員交流大懇親パーティが指宿いわさき
ホテルで行われ、海江田パストガバナーの開会の言葉に始ま
り、多くのアトラクションも行われ、懇親を深めることがで
きました。

■ 是枝　良実
　１０月１日～２日に
かけて指宿で開催され
た2730地区の地区大会

に参加させて頂きました。まだ入会2ヶ月の私にとってロータ
リーの活動を知る上で勉強になるだろうとの思いで参加しま
したが“楽しく勉強できて本当に良かった”というのが今の
感想です。
　それでは、二日目の「第二本会議」について報告いたします。
オープニングセレモニーは指宿商業高校の吹奏楽部の皆さん
のロータリーソングの演奏から始まりました。素晴らしい演
奏でした。
　その後、一連の議題に沿って報告事項がなされた訳ですが
シカゴで行われた規定審議会報告は大変興味深く聞かせて頂
きました。その後のローターアクト・インターアクトの活動
報告も私にとって知らなかった事ばかりでした。
　続いてバルセロナ・アトランタのマラソンメダリスト有森
裕子氏の特別記念講演がなされました。「機会」を与える事に
ついての重要性について御自分の陸上競技との出会い等、実
体験から話をされました。
　彼女はいまスポーツ関係のあらゆる役職についていますが、
その中でスペシャルオリンピックス日本理事長を務めておら
れます。知的障害者にスポーツができる「機会」を提供し、
その成果の発表の場である競技会を提供する国際的なスポー
ツ組織です。
　この知的障害者によるスポーツ大会はオリンピックの前の
年に開催されるとの事でしたが、知的障害者がスポーツを通
して大きく変化し成長する姿をみるなかで、こうした活動が
自分の役割と考えていると話してくれました。また、こうし
た社会貢献活動はロータリーの精神にも繋がるのではとの協

地区大会後のクラブ協議会地区大会後のクラブ協議会
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　指宿で開催された地区大会に行ってきま
した。出席された会員の皆様、お疲れ様で
した。
　宮崎県からですと、指宿は鹿児島県の最
南端に位置し、JR、高速いずれにせよ、相
当時間がかかっただろうと思います。
　約１２００人の出席者だったそうです。
２７３０地区の会員数は２４００人弱です。約５０％の出席
率ということになります。
　当クラブからは２１名、参加しました。会員数５９名です
から、この地区出席率から、いくと３０名程の出席者数が妥
当なのかなと思いながら帰ってきました。
　引き続き今日は例会日です。そして例会終了後に地区大会
後のクラブ協議会が開催されます。発表者、それぞれの角度、
視点から感じたことを述べて頂けるものと期待しています。
発表者の方々には、まさに「昨日の今日」のことで準備の時
間が少なかかった事、お詫び申し上げます。
　私がこの地区大会で感じたのは、これからの地区協議会内
容と重なるのであまり申し上げませんが、
　１．司会者、発言者共に時間内に収めるために相当の努力
　　があった点。
　２．指宿 RC のみならず頴娃、枕崎、伊集院 RC の協力連

　　携の良かった点。
　３．会員の奥様と思われる女性ならではの、こまやかな心
　　遣い。
　４．会員交流大懇親パーティのお開きの花火の大きさとそ
　　の数の多さ。
でありました。
　さて、この大行事一つ済み、これから１０月１７日のガバ
ナー公式訪問。これは鹿児島中央ＲＣの、良い伝統を、素の
ままで、見て頂き、クラブあげての歓迎の気持ちが大重ガバ
ナーに伝われば良いかな、と個人的には思って、心配はして
おりませんが、会員の皆様のご協力よろしくお願いします。
　１０月２２日（土）４０周年記念式典、祝賀会、いよいよ迫っ
て来ました。先ほどまで実行委員会を海江田実行委員長、前
迫副委員長を中心に、このところ毎週開催していますが、い
ざとなると細かい事が山のように出て来ます。
　実行委員会、運営委員会が、しっかりと努力して準備致し
ますので、会員の皆様には姉妹・友好クラブからのロータリ
アン・同伴者の鹿児島滞在中の案内、お世話等、ご協力を宜
しくお願いしたいと思っております。
　今週の例会、１０月の１週目です。秋の彼岸も過ぎ「暑さ
寒さも彼岸まで」の言葉の通り、この頃を境に秋らしく涼し
くなってくるのでしょうか。台風も近くにある様で心配して
います。今日はここまでと致します。
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クラブフォーラム

前回例会出席率
73.58%

10月本日のプログラム 経済と地域社会の発展月間・米山月間
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議　題
１）10・11 月例会プログラム及び行事予定
  （添付資料）

10/17（月）開催予定の学習会は、
ガバナー公式訪問につき3 週繰り延べ
して 11/7（月）例会終了後に開催。
（定例理事会も11/7（月））
11/7（月）40 周年記念式典報告は前迫副実行委員長と青崎副会長
で実施。
11/14（月）　国際奉仕フォーラムについては予定通り開催、詳細は未
定。
11/21（月）例会プログラムは検討中、11/28（月）は会員卓話予定。

２）会計報告（別紙明細）
　①　９月度試算表について　・・・・・承認
３）2017-2018 年度　鹿児島市内分区ガバナー補佐について（確認）
　丸山　修　会員　・・・・・承認

４）米山記念奨学会寄付について
　10 月米山月間の為 10 月分スマイルを米山記念奨学会へ寄付
　上限については従来通り
５）忘年家族会について
　①　日時：平成 28 年 12 月１日（木）　18：30 ～
　②　場所：城山観光ホテル　ホルト　

　と親睦委員会より提案あったが、クリスマス家族会の趣旨
もあり平日開催ではなく土曜日開催にすべきとの声があり再
設定を依頼。

　　　会費、特別徴収金については例年通りで。
６）クラブ旗　購入について

老朽化したクラブ旗を更新する。40 周年式典に間に合えばよ
いが間に合わなくても購入する。デザインは新ロータリー公式ロ
ゴを使用。

７）その他
　①　次回理事会について
　　平成２８年１１月７日（月）　例会終了後　於：開聞

10月定例理事会議事録10月定例理事会議事録 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28年10月3日（月）
例会後　～　
丸山　修・青﨑　彰
吉田健朗・深野木信
田中和俊・橋元　隆
川畑英樹・新名主聡
高岡和也・宇都和治　　
小福田博・宮脇謙舟
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創立40周年記念式典
鹿児島サンロイヤルホテル　16：30～

次 回 例 会　平成28年10月22日（土）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：鹿児島東RC　上野欣一　様
食事：「米山ランチ」
会長挨拶：会長　丸山　修君　　　
誕生日お祝い：沖野　秀一郎君（６日）　竹田　孝博君（６日）
　　　　　　  宮脇　謙舟君（13日）  　 小福田　博君（28日）
　　　　　　  三島　浩幸君（28日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　 ①月信　10月号　②ロータリーの友　10月号
２）10月　ロータリーレート　１ドル＝102円　（９月　102円）
３）2017-2018年度　2730地区　鹿児島市内分区ガバナー補佐
　 丸山修君を推薦いたしました
４）鹿児島市内RC会長・幹事会について
　 10/4（火）18：30～　東急REIホテルにて開催予定でしたが台
　 風接近の為　中止となりました。
５）RCC例会　10/9（日）　11：00～　中央公園
　 指名出席者→三島・大坪　　各会員
６）RAC例会　10/12（水）　20：00～　リバティークラブ
　 指名出席者→新名主・福山・濵薗・肥田木　各会員

７）本日定例理事会→例会後　於：開聞
８）10/10（月）→祝日の為休会
　 10/17（月）→大重G公式訪問・100％出席例会
　　　　　　　　11：00～12：15　会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事懇談会
　　　　　　　　12：30～13：30　例会
　　　　　　　　13：30～13：50　写真撮影
　　　　　　　　13：50～14：50　クラブフォーラム
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：友の見どころ
       　　　 →広報雑誌IT委員会
３分間情報
卓話：「地区大会に参加して」

第1828回例会
前々回（9月12日）の補正

59名
59名

39名
40名

73.58%
76.92%

出席報告 会員数 出席数 出席率

10月3日のスマイル  小計 25,384円　2016～2017年度　累計 316,173円

です！一杯でも多くのカレーが出ることで家族円満に暮らせ
る予定でございます。なにとぞ、ご来場よろしくお願いします
m(_ _)m
●宇都　和治君／第２回学習会を出席委員会との合同ラウン
ドテーブルとして開催致しました。新会員のメンバーの多勢
の参加御苦労様でした。丸山会長の分区ガバナー補佐就任を
御祝い申し上げます。
●三島　浩幸君／誕生日お祝い、ありがとうございます。先日
の知人との飲み会で、朝ゴルフ7：00～夜3：30までの会合で20
代30代が次々ダウンして眠りにつく中、51歳となる私は、最
後までギンギンでがんばりました。このパワーの10分の１で
もロータリー活動に注ぐように努めます。ありがとうござい
ました。
●出席委員会／ラウンドテーブル、平山、是枝、新納、尾辻、吉
村、丸山、橋元、川畑、小原、池畠、池脇、宇都、里、竹田、中間、石
﨑、福山、川路　計18名

●上野　欣一君（鹿児島東ロータリー）／「お前は先日の合同
例会をサボったね！」と厳しいおしかりの電話をいただきま
した。本日はお詫びでこ機嫌伺いに参りました。前迫さん、反
省のスマイルです。
●海江田　順三郎君／先週、指宿地区大会への往復に、丸山会
長と吉田幹事の愛車に便乗させていただき、感謝申し上げま
す。
●沖野　秀一郎君／大正15年生まれの誕生日を迎えました。
診療も朝７時から頑張っています。ロータリーの皆様にご支
援賜わり、今後も頑張ろうと思います。よろしく。
●肥田木　康正君／今週末８、９土日に鹿児島市中央公園に
てカレーフェスタｉｎ鹿児島が10時～17時で開催されます。
県内10県外14のお店が終結します。ぜひ足をお運びくださ
い！ウチはカレーは出しません！が、何を隠そうゴハン担当

力依頼もなされました。大変感銘を受けた講演でした。
　RI会長代理所感、ガバナー謝辞の後、閉会。フェアウェルパー
ティでのお開きとなったわけですが、この大会を通じてホス
トクラブである指宿RC他、鹿児島県西部地区の皆様の暖かい

「おもてなし」に感激した地区大会でした。

■ 中間　貴志
会員交流大懇親パーティー「ハッピーナイトい
ぶすき」
　第１本会議が終了後，指宿いわさきホテルに

移動しました。品格あるロビーの雰囲気と客室の窓からの錦
江湾と大隅半島フェニックスが林立する庭園にハワイにでも
来たかのような高揚感を味わいました。
　大懇親会は，庭園のプールサイドに５０卓を並べての野外
パーティーでした。幸い天気もよく，乾杯の後は，ハワイア
ンの生演奏にあわせてフラダンスが披露され，リゾート気分
はいよいよ高まりました。終盤では花火が始まりました。頭
上に勢いよく打ち上げられ，火の粉が飛んで来はしないかと
ハラハラするほどの大迫力で，その数は，５００発はあった
でしょうか，みな拍手喝采で観覧しました。


