扉を開ける勇気を 変化を感じる勇気を持とう
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第1981回例会

2020～2021年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

９月

ガバナー公式訪問前のクラブ協議会
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。
本日は鹿児島東ロータリークラブと我が中
央ロータリークラブとの合同例会に長引くコ
ロナ禍の中、多数のご出席を頂きありがとう
ございます。
また東ロータリークラブの新会長である桑
畑さん、コロナにめげずにお互いに頑張って行きましょう。
12 日土曜日の合同ゴルフコンペも無事に終わっております。
後ほど順位発表なども行いますので楽しみにお待ちください。
私は、入会５年目ですので鹿児島東ロータリークラブとのな
れそめを知りませんので鹿児島中央ロータリークラブチャー
ターメンバーであり２年前に亡くなられた、沖野秀一郎さんが
「設立当時を語る」という文章が平成 16 年 12 月６日の記事に
掲載されていましたので拝読させていただきます。
私と同様、なれそめをご存じない方の為に記事を引用させて
いただき、簡単にご紹介させていただきます。私ども中央ロー
タリー設立は昭和 52 年１月 10 日でした。それからあっという
間に 10 年を迎えその記念事業がいくつか計画されました。
その一つが記念例会と式典。先輩ロータリアン等多くのゲス

鹿児島東RCクラブ合同例会
鹿児島東ＲＣ

会長

桑畑

弘之

今回はお招きいただき誠にありがとうござい
ます。大変な時期の中、合同例会が開催できま
したこと大変嬉しく思います。私たちも是非実
現したいと思っていたわけでありますが、中央
ロータリークラブでも開催の意思を持ち続けて
いただけたおかげで、本日があるのだと思いま
す。
また、中央クラブの加島会長、その節は大変お世話になりま
した。今後もご助言いただけますと大変助かります。今後とも
よろしくお願いいたします。
さて、今日といえば、自民党総裁選の結果、菅新総裁の誕生
という、日本にとって節目となる日でした。
朝の情報番組では 菅さん、石破さん、岸田さんの戦いを取

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

基本的教育と識字率向上月間
／ロータリーの友月間

前回例会出席率

67.31%

トを迎えて、盛大、厳粛な式典と思い出に残る愉快、華やかな
祝賀会で盛り上がりました。
その二は、市中央公民館に 1200 名もの聴衆が参集され、当
時ＮＨＫキャスター勝部領樹氏に「日本の実力―その表と裏」
と題する極めて魅力的な文化講演会を開催しました。
その三、インターアクトクラブを市内女子高校に結成、直ち
に留学生をアメリカに送ったりしました。
その四ですがこれが最も大きな事業になったわけです。それ
は、新クラブ結成で鹿児島東ロータリークラブの創立に至った
わけです。
大津篤造特別代表、牧野隆新クラブ結成委員長を中心に、中
央ロータリークラブ全員が協力、創立会員 41 名を迎えし、そ
の創立総会が昭和 62 年１月 27 日行われております。奇しくも
10 年度の会長は、海江田順三郎パストガバナーが務められま
した。
鹿児島東ロータリー初代会長は石塚元徳会員で岐阜サンリ
バーロータリークラブ姉妹盟約等幅広い活動で岐阜市との歴史
を築いていますと掲載されていました。
改めまして先輩方のご努力に感謝しつつ私たちも歴史ある交
流を大切に、ますます強固たる絆を深めていきましょう。
これからも東ロータリーの皆様宜しくお願いします。

り上げておりますが、ある日 「石破氏はなぜ身内の議員から
人気がないのか」という質問を朝日の解説者に投げかけていま
した。その解説者の答えは「石破さんは一人で読書をすること
が多く、仲間と会食する機会が少ないからだ」と言っていまし
た。私も東ロータリークラブの会長として、会食する機会をで
きるだけ多く設け、不人気な会長とならないよう、努力してい
きたいと思います。
東ロータリークラブの今年の目標の一つに「今知り合えた仲
間を生涯の友人」に、と言うのを挙げさせていただきました。
ロータリークラブに所属できたこと、また定期的に中央ロータ
リークラブと交流ができることに感謝したいと思っています。
大阪ロータリークラブの土屋会員の言葉が私はとても印象に
残っています。その言葉とは「ロータリーの諸君は束ねた薪の
一本である。一本抜けば束は緩む」と言う言葉です。この機会
を感謝して、大いにロータリーを楽しみましょう。簡単ではあ
りますが、挨拶に替えさせていただきます。

〒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/

９月定例理事会議事録
2020 ～ 2021 年度

鹿児島中央ロータリークラブ

会議名 定例理事会
日

4. 米山奨学生への奨学金支給方法について
→例会時に例会開催前に懇談の場を設けてその時に手渡しを
する。
なにかしらの事情で、その月に手渡しできない場合は銀行
振り込みにて対応で承認
5. その他
①次回理事会について
令和２年９月２８日（月） 例会終了後 於：開聞
→承認

場

所

ZOOM

時 令和２年９月７日（月） 13 時～

加島
出 席
川路
予定者
下

繁・橋元
理幸・田中
隆治・竹添

隆・高岡
和俊・中間
寛

和也・下村 哲也
貴志・栫 浩多郎

欠席者 坂元直人
議 題
1. 9・10 月例会プログラム及び行事予定（添付資料）
① 9 月以降の例会開催及びプログラムについて
・9/12 歯車会について
→予定通り開催で承認
・9/14 鹿児島東 RC との合同例会について
→予定通り開催で承認
・9/28 ガバナー公式訪問前のクラブ協議会について
→予定通り開催で承認
・9/28 学習会・ラウンドテーブル（ごはんのじかん）の
開催について
→事前に出欠をとり、ごはんのじかんにて貸切で行うこ
とで承認
2. 会計報告（別紙明細）
① ８月度試算表について
→承認
3. ガバナー公式訪問について（添付資料）
① 例会の開催の有無、短縮開催について
→ 11 時 15 分～ 12 時 15 分 会長・会長エレクト・幹事懇談会
12 時 30 分～ 13 時 30 分 ガバナー公式訪問例会（ガバ
ナーアドレス 20 分程度）
13 時 30 分～ 13 時 40 分 クラブ会員 10 名程度とガバナー
で写真撮影（クラブのカメラを使用しして撮影）例会後
のクラブフォーラムは中止で承認
② クラブフォーラムについて
３つのテーマ
⑴クラブビジョン、戦略計画について……坂元会員に依頼
⑵どうすれば、会員増強、出席率向上につながるか……里
会員・宮脇会員に依頼
⑶３年未満会員のロータリーへの期待……春山会員に依頼
 上記のテーマに対して、それぞれ３人の会員を選出して
原稿を提出
→ 9/28 ガバナー公式訪問前のクラブ協議会にて発表して頂
き、10/5 にガバナー公式訪問時に原稿を提出で承認

９月14日のスマイル 小計 19,000円 2020〜2021年度 累計 74,490円

第１９８０回例会記録
９月

鹿児島東ＲＣ：幹事 入佐 光二（いりさ こうじ）君
出席報告：鹿児島中央ＲＣ出席委員会
鹿児島東ＲＣ出席委員会
スマイルボックス：鹿児島中央ＲＣ親睦委員会
＜懇親会＞
司会進行 / 鹿児島中央ＲＣ 親睦委員会 大迫 哲也
開会の挨拶及び乾杯：パストガバナー 海江田 順三郎君
食事：「フリートーキング」
合同歯車会について：
鹿児島中央ＲＣ 歯車会世話人 加島 繁君
閉会の挨拶：鹿児島東ＲＣ会長エレクト 足立 幸二 君

次回例会 令和２年 10 月 5 日（月）

14

日（月）

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
会長の時間：鹿児島中央ＲＣ会長 加島 繁君
鹿児島東ＲＣ
会長 桑畑 弘之（くわはた ひろゆき）君
入会式：西川 義久（にしかわ よしひさ）君
⑴推薦者の言葉 本坊 修君
⑵会長よりバッジ贈呈
⑶新入会員挨拶⇒勤務先：株式会社宮崎銀行鹿児島営業部
職業分類：銀行 所属委員会：親睦
会務報告：幹事 高岡 和也君
鹿児島中央ＲＣ
１）本日の配布 ①週報
２）RCC 例会 9/27（日）11：00 ～場所：リンクビル 9 階
指名出席者⇒池脇・川路 各会員
３）９/28（月）学習会・ラウンドテーブル 18：30 ～
於：ごはんのじかん inatome （９/ ８FAX 済み）
※出欠〆切 ９/18（金）
４）今後の予定⇒
９/21（月）は祝日の為休会
９/28（月） 例会プログラム「ガバナー公式訪問前のクラブ協議会」

●蓑田 達志君／中央 RC との合同例会、いつもより人が多く、
緊張します。
●上野 欣一君／本年度３回目の中央 RC 訪問です。よろしく
お見知りおき下さい。上野欣一 クセは強い
●竹山 晋作君／本日はお世話になります。ゴルフも楽しく、
ご馳走も頂きありがとうございました。
●岩重 礼君／中央ロータリーの皆様、今日はお世話になりま
す。ゴルフも天気も良く、景色の良い中で楽しめた事でしょう。
夜の部の参加、楽しませて頂きます！
●本坊 修君／福山様、西川様の入会を心より歓迎致します。
これからの御活躍を祈念致します。
●桑畑会長・入佐幹事／鹿児島中央ロータリークラブの皆様、
本日はおまねきいただきありがとうございました。歯車会でも
大変お世話になりました。本日は、よろしくお願いいたします。
●加島会長・高岡幹事／合同例会にお集まりいただきありがと
うございます。先日の歯車会は心配された雨もほとんど影響な
く無事開催できました。ご参加の皆様ありがとうございました。
また岡部さんの計らいで豪華な昼食も美味しくいただきまし
た。感謝を込めて会長、幹事スマイルします。

ガバナー公式訪問
出席率
第1980回例会
前々回（8月24日）の補正

会員数
54名
53名

出席数
35名
49名

出席報告
67.31%
100%

