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原点にかえり、まず行動を！原点にかえり、まず行動を！

山形屋７Ｆ社交室

会  長  の  時  間 青﨑　　彰

■中間　貴志
＜地区研修協議会　青少年委員会＞
１　ローターアクト委員会について

　「FUN」 を キ ー ワ ー ド に し て
ローターアクト活動を１年行って
いく。
　アクトの会員が減少している。
拡大をしていただきたい。
　委員会は月２回の行事があるが努力していただ
きたい。
　マイロータリーで情報を更新していかないとい
けない。
　２年間更新しないとクラブが停止状態となるの
で注意する。
　グループ（分区）ごとの委員長会には参加する
こと。

２　ライラ委員会について
　鹿児島は１カ所で集中してライラを行う。
　どこのクラブにホストをしてもらうかまだ未定。
　参加者の募集が回ってくるので、参加者を募る

こと。
　委員もライラに参加してクラブにて活動を報告
すること。
　ライラ委員は現在４名しかいないので，鹿児島
地区でもう１名募集したい。以上

■肥田木　康正　
　2018－19年度地区研修・協議会に
おけるロータリー財団部門分科会の
ご報告をします。
　有村茂樹部門長より今年度はロー
タリー財団創立100周年を迎えること
ができ記念すべき一年であったとご
報告がありました。重ねて2730地区内のすべてのク
ラブからご寄付をいただき寄付０クラブ０を達成で
き、日本の34地区すべてにおいても同様でした。
　財団部門の中には５つの委員会（国際奉仕委員会・
財団寄付推進委員会・補助金委員会・ポリオプラス委
員会・財団活動推進委員会）が存在し、これを統括す
ること。そして部門全般の管理・運営・広報・研修等
を行い正確な情報発信に勤めることになります。
　財団の専門用語がいくつかございます。年次寄付
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　まず、おめでたい報告をいたしま
す。当クラブの専属ピアニストの入
来慶子さんが先週の土曜日の26日に
盛満孝さんと結婚されましたことを
報告いたします。何と入籍されたの
は私の結婚記念日と同じでありまし
て、ご縁を感じます。幸せな家庭を築いていただき
たいと思います。そして昨日は地区協議会が行われ
ました。後ほどのクラブ協議会の中でその報告があ
ると思います。
　話は変わりますが、この度、ＥＵにおいて一般デー
タ保護規則（GDPR）が制定され、ロータリーにお
いてもその規則に沿って、個人データを処理するた
めに、プライバシーの方針を改訂しました。そもそ
も一般データ保護規則とは、ＥＵの居住者のために、
データ保護の規則を強化する新しい法律であり、ＥＵ
圏内でデータを処理するすべての企業だけでなく、Ｅ
Ｕ居住者に物やサービスを提供する海外の組織にも
適用されるもので、５月25日に施行されました。こ

の法律の施行にあたり、初日の25日には情報利用に
関する確認メールが個人に殺到したほか、一部メディ
アではニュースサイトを閉鎖するなどの混乱も見ら
れたようです。
　ロータリーでは以前から個人情報を保護する方針
を適用していますが、ＨＰの『プライバシーの方針』
に、ロータリーが収集する情報の種類、収集方法、
使用方法が説明されていて、どの情報を共有するか
について各個人がきめることができる方法を採用し
ているほか、いつでもその内容を確認できるように
なっています。そして、私たちロータリアンは次の
権利があります。
・通知を受ける権利：ロータリーは定期的に、個人

データの種類、目的をお知らせしますが、それを
受けることができる。

・拒否する権利：ある特定の方法でのデータの処理
をこれ以上望まない場合その旨通知できる。

・訂正する権利：個人データに誤りがある場合に
は、訂正の通知ができる。

＊ＥＵ圏内に顧客或いは取引がある企業においては、
確認及び対応が必要かと思います。

（ポールハリスフェロー）恒久資金（ベネファクター）
使途指定寄付（ポリオプラスへの寄付など）DDF（地
区財団活動資金）DG（地区補助金）VTT（職業研修チー
ム旧GSE）グローバル補助金。これらの用語理解を
まずは委員長である自分から。そして一年間の中で
会員の皆様方に様々なツールを活用し解説できるよ
うにすることが必要であるという結論に達しました。
　財団活動のわかりやすい動画や用語解説書の作成
依頼なども参加者から要望があったことをお伝えし
て報告を終わります。ありがとうございました。

■竹田　孝博
＜増強委員会　分科会に参加して＞
　増強は急務、各クラブで取り組ん
でいただいているが、今年度からは
2730地区全体の問題としても取り組
みたく、各グループ（旧分区）に委
員長を任命。市内グループは、サザ
ンウインドＲＣの松下さんとなりました。
　基本方針として、①若い人を入れたい。各クラブ、
現在は会員数を維持しているが、5年後、10年後に、
しりすぼみになっていくのは明らか。30代～40代の
人に積極的に声掛けをしていきましょう（各クラブ
の年齢構成表の提出要請あり）。
　②ＲＣ加入の魅力度アップの為に、もっと世の中
に活動をアピールしていきたい。ＲＣは、善意の行為・
表に出ない奉仕、という気質があるが、正面切った
支援・クラブ外に対するアピールを積極的にやりた

い。⇒サザンウインドの「車いすバスケ」はクラブの
知名度アップに繋がっている。
　2730地区として何か大きなことが出来ないか（イ
ベント）と考えておりますので、引き続きご協力を
お願いいたします。鹿児島中央ＲＣとしては、ベス
トフレンドの集客に意欲的に取組み、5名の増強を図
りたい。

■新納　薫
　鹿児島市民文化第二ホールにて午
前中各委員長より活動方針現状等の
説明があり、午後から各委員会に分
かれての分科会となりました。
　ある委員長のお話の中で各クラブ
運営をお願い・協力・感謝のいい循
環で運営して下さいとのお話があり、基本はこの循
環だと同感致しました。
　出席委員の分科会では、各クラブ現状についての
説明がありましたが、出席率アップにつきましては、
メークアップの周知が大事で、各クラブ例会を１回
休むとか昼２回夜２回とかしたが、出席率アップに
はなっていないとの事でした。
　最後に10月13日（土）～14日（日）年次地区大会「語
ろう　ロータリー維新の心」で、場所は鹿児島市民
文化ホール、サンロイヤルホテルで行います。また、
ガバナー公式訪問は10月15日となっております。会
員の皆様の出席をお願いして終わります。
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５月28日のスマイル  小計 4,000円　2017～2018年度　累計 792,395円

●石崎　信一郎君／さびしかったので、スマイルしま
す！！親睦委員会ラウンドテーブルを欠席します。今後、
たくさんのスマイルの御協力を、是非、お願いします。
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ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　青﨑　彰君
会務報告：幹事　小福田　博君　
１）本日の配布　週報のみ
２）セ釜山RC　2017-19年度会長・幹事離就任式のご案内（fax済）
　　日　程：7/5（木）～7/7（土）　
　　参加者：池畠夫妻・石塚夫妻・椨夫妻・加島・橋元・川畑・
　　　　　　小福田・坂元会員・元RACキムさん
　　　　　　計12名を予定しております。その他参加される方が
　　　　　　いらっしゃいましたら、今週6/1（金）までに事務
　　　　　　局までお知らせ下さい。
３）本日ラウンドテーブル開催　18：30～
　　ふぁみり庵はいから亭　与次郎本店
　　担当：親睦委員会
４）次週　6/4例会プログラム　
　　・ゲスト卓話＝米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様

　　・新旧合同理事会　グランセレッソ鹿児島にて　18：30～
　次々週　6/11例会プログラムが未定でしたが、ゲスト卓
話＝キャリアコンサルタント　森　志保子様にお越し頂く
ことになりました。

出席報告：出席委員会　　
スマイルボックス：親睦委員会
クラブ協議会
　　副会長＝池畠　泰光君
　　発表者＝竹田（増強）・中間（青少年）・新納（出席）
　　　　　　肥田木（Ｒ財団）各会員
　　　　　　「地区協議会報告」

第1898回例会
前々回（５月14日）の補正

54名
54名

32名
41名

68.09%
83.67%

出席報告 会員数 出席数 出席率

●志賀　啓一君／本日、親睦委員会担当のラウンドテー
ブルです。よろしくお願いします。例会終了後行きた
くなった方は、肥田木さんまで連絡よろしくお願いし
ます。
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