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本 日 の
プログラム

会員卓話＝「web 会議 zoom について」高岡和也君
加島

繁

皆さんこんにちは
まず初めに、今期１回目の例会開催が遅れ
ましたことを心よりお詫び申し上げます。

第１９７８回例会記録

ロータリーソング：「奉仕の理想」 ※演奏のみ
職業宣言唱和：１・２ ※省略
ビジター紹介：鹿児島市内Ｂグループ ガバナー補佐 鹿児
島東南ＲＣ 野井倉 洋豪（のいくら よしひで）様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
バッジ交代式：会長 坂元 直人君⇒加島 繁君
幹事 川路 理幸君⇒高岡 和也君
会長の時間：加島 繁君
R 財団寄付認証伝達式：マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー、ベネファクター
⇒坂元 直人君
ポール・ハリス・フェロー
⇒中間 貴志君
第 2730 地区からの委嘱状伝達：
【第 2730 地区からの委嘱状伝達】
海江田 順三郎君⇒地区諮問委員会委員
前迫 実君
⇒会員増強委員会委員
誕生日お祝い：【バースデーソング】
7 月（3 名）（送付済み）
畑野 昌作君（1 日）、岩下 克己君（19 日）、椨 茂吉君（23 日）
※バースデーソング演奏のみ
8 月（4 名）
神野 洋介君（2 日）
、
川畑 英樹君（9 日）
、
下村 哲也君（12 日）
、
24
林 良昭君（18 日）
結婚記念祝い 7 月（2 名）（送付済み）
畑野 昌作君（7 日）、下 隆治君（21 日）、
8 月結婚記念祝いなし
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布 ①月信 ②ロータリーの友
③新入会員候補者用紙
④週報綴り（退出時にお持ち帰りください）
２）配布しております新入会員候補者
・福山 泰広（ふくやま やすひろ）様【福山 孝子会員 後任】
⇒川畑電気㈱ 代表取締役
・西川 義久（にしかわ よしひさ）様【星原会員 後任】
⇒㈱宮崎銀行鹿児島営業部 上席執行役員営業部長
入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹事

８月
日（月）

までお申し出ください。
お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手続
きに入りますのでご了承下さい。
３）鹿児島東 RC 合同ゴルフコンペ ９月 12 日（土）
9：10 ～ 溝辺カントリークラブ（7/27FAX 済）
※出欠〆切 ８/ ２８日（金）
４）鹿児島東 RC 合同例会 ９月１４日（月） 18：30 ～
於：グランセレッソ鹿児島 きずな（8/17FAX）
※出欠〆切 ９/ ４（月）
５）2020 年度会員名簿、アセンブリー、7 月号月信・ロータ
リーの友等を会費請求書送付先へ 8/12 郵送いたしまし
た。お手元に届いてない方は事務局までご連絡ください。
６）９月号ガバナー月信より、一部メール配信となります。
メールアドレスを事務局へご連絡ください。
７）次週 ８/31（月） 会員卓話「Web 会議 Zoom について」
高岡 和也君
出席報告：出席委員会
前年度ホームクラブ 100％出席表彰⇒加島 繁君、坂元 直
人君、田中 和俊君
連続出席表彰⇒橋元 隆君（11 年）、高岡 和也君（1 年）
⇒里 良男君（11 年）、中原 勲君（９年）、吉田 健朗君（７
年）、丸山 健太郎君（３年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：2019-2020 年度 決算報告 前年度会計 橋元
隆君 監査報告 会計 田中 和俊君
卓話：ガバナー補佐挨拶 野井倉 洋豪様
会長 加島 繁君、 幹事 高岡 和也君
「会長・幹事就任の挨拶」

次回例会 令和２年 9 月 7 日（月）
会員卓話
出席率
第1978回例会
前々回（6月22日）の補正

会員数
53名
55名

出席数
24名
39名

出席報告
100%
72.22%

本日の例会ご参加をご心配された方もおら
れる事と思いますが、コロナ禍で今後例会を
どのようにして行い、充実させていくか悩ましく、他のクラブ
の例会の状況などの情報を集めましたがなかなか結論が出ない
ようです。
すでにご承知の通り、７月２日クラスターの発生により、鹿
児島県の感染者が増え、山形屋も休館となり、例会は休会とさ
せていただきました。しかし３週目 20 日は、コロナ感染の収
まらない中でありましたが、理事が集まって決定事項を消化し
たいという事で、高岡幹事が LINE を通して確認を取り、ソー
シャルディスタンスを意識して食事なしで何とか理事会を行
い、今後の対策を話し合いました。
また、２回目の理事会は、高岡幹事が進めた、ズームによる
会議もうまくいき、それぞれの場所からパソコン、スマホで参
加して頂き、次の議題などが話し合われました。
今回は、強引なところも有りましたが、第１回目の例会を行
わなければ年次計画が進まない状態でした。
３蜜を避けての例会は、開催時間、テーブルやイスの位置関
係、食事や、会の進行など様々な意見をいただきながらのスター

ガバナー補挨拶・会長・幹事就任挨拶
■ ガバナー補佐挨拶訪問
自己紹介 名前 野井倉 洋豪（ノイクラヨシヒデ）
東南 RC 所属 82 才 入会 平成元年より 30 年
職業分類 医業
今年はコロナ感染症蔓延にて例会や事業計
画等計画されるのに苦労されていられること
と存じます。
例年の恒例行事ガバナー公式訪問について
ですが、ガバナー事務所より 3 密等考慮して
開催の形態をとっても良いとの見解が出てい
ます。
しかし、クラブ会長・幹事・地区ガバナー幹事様・ガバナー
補佐等の懇談会は開催される予定です。午後のフォーラムの
テーマ３題については当日発表または検討された内容の提出が
必要です。写真撮影は 10 名程度の参加をお願いいたします。
通常公式訪問ができない場合開催予定日の３週間前にガバナー
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

前回例会出席率

100%

トとなり、今回の例会が大きなヒントとなるのではないかと思
います。
まだまだ、ウイズ・コロナの模索が続くと思われますので、
会員の皆様には、ご多忙の中、出席調整等で大変ご迷惑をお掛
けすることと存じます。
また、会員の中には、集会等の規制の通達がされている方も
いらっしゃいますので、状況を見て判断させていただきたいと
思います。
何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。
それでは、改めまして会長就任のご挨拶をさせていただきま
す。第 44 代会長を拝命しました加島でございます。
一年間一生懸命努めさせていただきますので高岡幹事ともど
もご指導、ご協力のほどよろしくお願いします。
会長になる為の準備期間のＰＥＴＳ、地区研修協議会など相次
いで中止となり、助走をつける間もなく会長就任となりました。
このようにバタバタとスタートしましたが、諸先輩方からも
激励のお言葉をいただき、身の引き締まる思いをしております。
加島、高岡年度のテーマは「扉を開ける勇気と変化を感じる勇
気を持とう」です。
新型コロナウイルス感染拡大で、世界中が疲弊する中、今こ
そロータリーの理念が必要とされていると感じます。
時代の変化に身構えず、受け入れ、より活力あるクラブを目
指すために、このテーマに取り組んでまいります。
会長として一年間誠実に取り組んでまいりますので、何卒宜
しくお願い致します。
事務所得連絡してください。
次に、今年度より新しく導入されるのは、ガバナー補佐エレ
クト・ノミニー制です。
地区戦略会議にて討議されたものです。ガバナー補佐の仕事
を勉強していただくものとなっています。次年度がガバナー補
佐の方、前年 11 月より現年度ガバナーと一緒に仕事をしてい
ただきます。
今後コロナによる事業にかんするもの、会費、出席、会員の
維持等種々問題が起こることが期待されます。各クラブの問題
についてご相談ください。
■ 会長挨拶 加島 繁
第 44 代鹿児島中央ロータリークラブ会長を
拝命しました加島でございます。
７月、加島、高岡年度が出港する予定でし
たが、鹿児島で初めてのクラスターが発生し
た為スケジュールが大きく変わり、本日まで
時間を要してしまいました。
今後は、コロナ禍による大きな変化の中、新しい生活様式を
模索しながら船を進めてまいりたいと存じます。

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

2015 年 10 月、クラブに入会させていただき、幅広い職業の
方々との交流を通じて日々貴重な経験をさせていただいており
ます。
この度、ロータリー歴の浅い身でありながら会長職という大
役を務めることは、無謀すぎると感じておりますが、一年間前
向きに頑張っていきたいと思います。
今年度の国際ロータリークラブの会長はドイツロータリーク
ラブのホルガー・クナーク氏で国際ロータリーテーマは「ロー
タリーは機会の扉を開く」です。クナーク氏はメッセージとし
て「コロナ禍により多くのロータリークラブが大変な状態です
が、何らかの形で乗り越えなければなりません、その中でもオ
ンラインの要素を取り入れることを進めて見て下さい。」と提
案しています。
私にとって幸運だったのは、幹事である高岡君がパソコン、
オンラインにたけていますので、即提案に沿えると思っていま
す。しかしながら例会は「人と人の触れあう場所」と理解して
いますので、オンラインは当面、理事会中心になると思われます。
また、第 2730 地区ガバナー風呂井 敬氏の地区スローガン
は「不易流行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応するクラ
ブを」です。
地区目標としては以下の具体的計画を掲げられておられます。
①Ｒ I 会長テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の推進
② RI 強調事項の推進
③ RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ
④新しい RI 戦略計画の推進
⑤会員増強・会員維持・クラブ拡大
⑥新世代（青少年）育成の推進
⑦奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付等の推進
⑧米山奨学会への寄付推進
⑨ポリオ根絶への協力
⑩公共イメージ向上にむけて
⑪研修の充実
⑫ロータリーデーへの参加
⑬有効クラブ、姉妹クラブの締結推進
⑭台北国際大会、地区大会、地区の各種セミナー、各クラブ周
年行事等への積極的参加
⑮地区財団活動資金の活用による地区補助金、グローバル補助
金の充実
⑯クラブビジョン策定の推進
⑰定款・細則の見直し
⑱地区の効率化、会計の透明性、運営の合理化
入会 5 年目になりますが、鹿児島中央ロータリークラブは、
人間味あふれるアットホームな雰囲気だと感じています。
新型コロナウイルスで疲弊している今こそ、奉仕の理念で、
人と人をつなぐロータリーの温かさこそが最も求められている
と考えます。

会長在籍中は、皆様方のお力をいただきながら、誠心誠意務
めさせていただきますので、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願
い申し上げます。
■ 幹事就任挨拶 高岡 和也
本年度、加島繁会長のもとクラブ幹事の重
責を仰せつかりました高岡です。
私は、平成 23 年 6 月 27 日に 33 歳でこのロー
タリークラブに入会させて頂きました。
入会すると、当時の会員の中ではだんとつ
最年少で、同年代の会員の方はおらずなかな
かクラブの雰囲気にも馴染めず、仕事を言い訳にして幽霊会員
だったことを覚えています。
しばらくの間は、そもそもロータリークラブとは何か、とい
うことも深く考えたこともなく、ただの奉仕活動をしているボ
ランティア団体という認識で止まっていました。それが、なぜ
か 3 年目を迎えた（2013-1014）小原元会長年度に、出席委員
長に急に抜擢されました。
それまで、ほとんどクラブの目的や活動内容に興味がなく知
ろうともしなかった私ですが、毎例会で出席発表をしなけれ
ばいけないというミッションが出来てしまいましたのでほぼ
100％近くの出席率で例会に参加した結果、徐々にですがロー
タリークラブのについて知ることができ慣れる事ができたと思
います。それからは私なりに私にとってロータリークラブに参
加する意義をみつけ、弊社会社にも協力してもらい、出来る限
り例会やイベントにも参加するようになりました。
そして、いつの間にか数えると、本年度が 10 年目の年になり、
人生の約 4 分の 1 をロータリアンとして過ごすことになりまし
た。10 年目のいまでも、まだまだロータリアンとしては知ら
ない事ばかりでひよっこ会員ではありますが、今回はクラブ幹
事という重大任務を任せられたのですから、出来る限りのこと
はクラブとクラブ会員の為に全力で向かい合い加島会長の支え
となりたいと思っています。
その結果、あの幽霊会員だった自分（高岡）だってそれなり
に出来たんだからと、誰にでもできるだろう、と勇気を与える
ことができれば幸いです。
すでに新型コロナウイルスが今年度のロータリークラブ活動
に大影響を及ぼしており、例会開催も間々ならない状況です。
会員の皆様には多大なご心配をおかけしているとは思います
が、クラブ会員の皆様の不安をなるべく軽減できるように、大
きなことは決してやりませんが、幹事として事故なく無事に１
年間の務めを全うする所存ですので、会員の皆様には温かい目
でご指導、お力添えをよろしくお願い致します。
最後に、「忍耐」の年になるとは思いますが、安心安全なク
ラブ運営と、会員の維持と、できれば一人でも多くの増強をは
かれればと思っていますのでよろしくお願いします。

●加島 繁君／加島・高岡丸はようやく出港いたします。永ら
くお待たせいたしまして申し訳ありませんでした。安心・安全
な航海と快適な船旅に努めます。
●高岡 和也君／本年度幹事を任されました高岡です。コロナ
禍で大変な年に努める事になりましたが、安心安全なクラブ運
営を第一目標にして加島会長とともに、無事に乗り切りたいと
思いますのでどうか温かい目で見てやって下さい。１年間よろ
しくお願いします。
●海江田 順三郎君／コロナの関係で遅れましたが前年度坂元
川路年度のご努力に感謝し、今年度、加島高岡年度のご活躍を
期待いたします。
●前迫 実君／今年度初の例会をお祝いしてスマイル致しま
す。加島・高岡さんの船出が少し遅れましたが期待しておりま
す。
●橋元 隆君／コロナ禍の加島・高岡丸の門出を祝福致します。
大変な状況ですが、頑張りましょう。
●橋元 隆君／連続出席表彰ありがとうございます。これから
もがんばります。
●川畑 英樹君／今月で 70 歳になりました。70 歳なんて、ずー

とずーと先の事だと思っていましたが、とうとうその 70 歳に
なってしまいました。しかしながら、まだまだ若いものには負
けない気迫と個人的な趣味で楽しく年を重ねていきたいと思い
ます。誕生日お祝いありがとうございます。
●中原 勲君／連続出席表彰ありがとうございます。
●坂元 直人君／新型コロナウイルスで休会が続きましたが、
ようやく新年度がスタートします。加島・高岡年度の門出をお
祝いしまして、スマイルさせて頂きます。会員の皆さん、コロ
ナに負けずに頑張りましょう。
●田中 和俊君／ホームクラブ出席 100％表彰ありがとうござ
います。おそらくコロナのおかげかと思いますが、今期もがん
ばって 100％目指したいと思います。
●吉田 健朗君／連続出席とのことでありがとうございます。
これからもありがとうございます。これからも続けられるよう
頑張ります。
●丸山 健太郎君／連続出席表彰ありがとうございます。休会
続きなのに連続出席って、何か申し訳ない気分ですが、ありが
とうございます。
●下 隆治君／結婚祝ありがとうございます。29 年で、おい
しいお肉（29）をいただきました。来年の 30 年真珠婚式を仲
良く迎えられるよう頑張ります。
８月24日のスマイル 小計 37,000円 2020〜2021年度 累計 37,000円

