扉を開ける勇気を 変化を感じる勇気を持とう
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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

経済と地域社会の発展月間／

10月 米山月間

ガバナー公式訪問
加島

繁

本日は、ガバナー補佐、野井倉様を迎えて
のガバナー公式訪問前のクラブ協議会です。
来週は、ガバナー公式訪問ですので、中央ロー
タリーならではの雰囲気でお迎えしましょう。
事前にお知らせしておりましたが、本日は、
例会の様子を撮影するために、弊社のカメラ
マンがお邪魔しています。
黒木カメラマンと、岩重カメラマンです。彼らは撮影から編
集までを作り上げていきますのでご協力の程よろしくお願いい
たします。
今年は、コロナ禍による交流の中止が生じています。7 月、
セ・釜山ロータリークラブの会長離就任式、那覇西ロータリー
クラブの沖縄尚学と鹿児島樟南高校との学生交流会、会津若松
西ロータリークラブとの姉妹クラブ交流などすべて断念してい
ます。
そんな中、新しい交流の形として、私の職業が映像制作会社
であることから中央ロータリーの映像を通じての交流を提案さ
せていただき会員の皆様には心よく承諾いただきました。
中央ロータリーの元気な姿と、竹添さんのご協力の元、ホテ
ルで放映している鹿児島の観光 VP 映像を使用させていただき、
鹿児島県のすばらしさと元気な会員の映像を制作することを考
えています。

ガバナー公式訪問前のクラブ訪問について
鹿児島市内Ｂグループ

ガバナー補佐

野井倉

洋豪

ガバナー補佐の主な役割は、ガバ
ナーの方針・目標を理解して担当ク
ラブの活動を支援する事、ガバナー
の公式訪問の調整や地区の行事・活
動に参加する事、これらを通じてク
ラブの目標を達成する事です。
今年度の国際ロータリー会長 ホ
ルガー・クナークは本年度のテーマ
は「ロータリーは機会の扉を開く」を提唱されています。すな
わち、ロータリアンは中核的価値観を基に、世界中の友人たち
とともに、より豊かで意義ある人生への機会の扉を開いてくれ
ます。次に、今年度の風呂井敬ガバナーは地区目標を「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」とさ
れています。今後我々ロータリアンは各クラブの本年度のクラ
ブアセンブリー拝見させていただきましたが、さすが経年的に
会長・幹事様のクラブの管理が素晴らしく行われていることは
素晴らしいことだと感心いたしました。さらに各委員会の事業
計画も具体的にわかりやすく記載されています。各担当委員長
様の努力の賜物と考えます。
今後も市内他クラブの先導となりロータリー精神を多くの
人々に広められる活動を期待します。
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

97.14%

理事会、先輩方にも相談し、賛成をいただきスタートを切ろ
うとしていた矢先、7 月クラスターが発生したことにより、先
送りになりました。
8 月から例会がかろうじて動きだしましたので、撮影に入る
タイミングを検討した結果、本日ようやく撮影の運びとなりま
した。
まず、構成としまして、セ・釜山用、沖縄用、会津若松用の
3 種類を制作します。内容としては、会長の短い挨拶、海江田
さんを中心にメッセージをいただきます。さらに椨さん、石塚
さん、交流委員長竹添さんのメッセージも一言お願いします。
例会の撮影におきましては会員の皆様心配には及びません。
不本意な表情や不適切な言葉を発しても、編集でいつでもカッ
トできますのでのびのびと素敵な笑顔で対応していただきたい
と思います。
また、セ・釜山につきましては川畑さんの会社のナンワエナ
ジーの社員であるキム君に、映像が出来次第、同時通訳で日本
語にかぶせていただきますので、セ・釜山の方々にはメッセー
ジを十分理解していただけると思います。
キム君の協力により、時間と費用を抑えた方法で進めていけ
ると思います。
本日の会長の時間では、撮影の方法とお願いでした。それで
は皆様いつものように自然な様子で例会を進めていきましょ
う。野井倉ガバナー補佐、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力の
程よろしくお願い致します。
次に、我々ロータリアンは、1979 年よりポリオ撲滅運動に
参加していますが、本年８月 WHO より野生種のポリオビール
スのアフリカでの消滅が発表されました。
さらに本年はコロナビールスの蔓延にとり、クラブの種々の
活動が制限されて
きています。世界・
地区ロータリーよ
り、今後の活動に
ついて「クラブ戦
略委員会」を中心
に検討してもらい
たいと通達が来て
います。

〒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/

10 月定例理事会
2020 ～ 2021 年度

場

時 令和２年９月 28 日（月）

加島
出 席
田中
予定者
竹添

→承認
那覇西 RC 訪問について
令和 2 年 11 月 30 日～ 12 月 1 日
11/30（月）の夕方に鹿児島出発、到着して那覇市内に
て交流会
12/1 懇親ゴルフコンペ
→承認
③ 鹿児島市共同募金委員会より赤い羽根募金の街頭募金活
動への協力のお願いについて
→コロナ禍のため参加しないことで承認
②

鹿児島中央ロータリークラブ

会議名 定例理事会
日

議事録

繁・橋元
和俊・中間
寛

所

開聞

例会後

隆・高岡
貴志・坂元

～

和也・川路 理幸
直人・栫 浩多郎

欠席者 下村 哲也・下 隆治
議 題
1. 10 月以降の例会開催について
① 10 月例会の出欠について
→ 10 月までは事前に FAX で出欠確認をし、事前報告の
受けた欠席者はホーム出席扱いとし 11 月以降は状況を
見ながら決定することで承認
② ZOOM での例会参加に関して
→ 10 月以降の例会より、試験的に例会を ZOOM 配信しオ
ンライン参加者は出席扱いとすることで承認
2. 10・11 月例会プログラム及び行事予定（添付資料）
① 11/30（月） 職場訪問例会について
 コロナ禍での受入れ先があるか、特殊な職業をされてる
方を例会に卓話者として迎え普段は聞けない仕事の話をし
てもらうなど今期は工夫してはどうか。
→外部での職場訪問は中止、適任の卓話者を招くなど、職
業奉仕委員長に一任で承認
3. 会計報告（別紙明細）
① 9 月度試算表について
→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 月度スマイル全額を米山記念奨学会
へ寄付（上限 100,000 円）
→承認
5. 忘年家族会について
日時：令和 2 年 12 月 6 日（日）
：
～
場所：グランセレッソ鹿児島
会費： 大人 6,000 円 / 人
※景 品購入のため特別徴収金より会員一人当たり 3,000 円
支出（例年）
→日程、場所、大人会費、景品については上記で決定、その
他については親睦委員会に一任し、開催の最終決定はコロ
ナの状況を見ながら 11 月 2 日の理事会にて決定で承認
6. その他
① 次回理事会について
令和 2 年 11 月 2 日（月）
例会終了後
於：開聞

結婚記念日祝

連続出席表彰

●本坊 修君／国体準備のお手伝いをしていますが 2023 年に
開催が決まり良かったです。塩田知事の同級生が佐賀県知事と
云う事でスンナリ話が進んだようです。
●石塚 俊雄君／秋晴れの下我クラブのツーリング仲間５名で
郡山、入来、宮之城そして出水と山道を爽快に走りました、人
気の鰯刺身定食を食べ、武家屋敷を散策し、出水兵児の気概に
ちょっぴり触れてきました。バイクに乗ると年令の自覚がなく
なります。78 才になります。誕生日祝い有難うございます。
●池畠 泰光君／暑さ寒さも彼岸までと申しますが、40 年前
の秋のお彼岸に結婚して節目の 40 回目を迎えました、記念日
祝いありがとうございました。それと同時に先日 24 日には 6
人目の孫が産まれました。皆がいつまでも健やかに明るく過ご
せる事を願うばかりです。
●中原 勲君／誕生日祝ありがとうございます。
●中間 貴史君／連続出席表彰をいただきありがとうございま
す。引き続き頑張ります。
９月28日のスマイル 小計 18,000円 2020〜2021年度 累計 92,490円

第１９８
1

回例会記録
９月

28

日（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
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：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
誕生日お祝い：石塚俊雄君（５日）、下隆治君（16 日）、
中原 勲君（30 日）
結婚記念御祝：池畠泰光君（15 日）、園田剛介君（18 日）
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布 ①月信 9 月号 ②ロータリーの友 9 月号
③ 9/14 と本日分週報 ④米山豆辞典
⑤ 2021 年台北国際大会募集要項 ( 申し込
み締め切り 10 月 31 日まで延長）
２）月 信データ版を、9 月 23 日送信しております。ご連絡
いただいたメールアドレスに届いていない方は、事務局
までご連絡ください。
３）本日定例理事会 開催 例会終了後 開聞にて

誕生日祝

４）次週例会プログラム
10/5（月） 風呂井ガバナー公式訪問
会場：山形屋１号館７階 社交室
会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事懇談会 11：15 ～ 12：15
例会
12：30 ～ 13：30
記念写真撮影 13：30 ～ 13：40
クラブフォーラム 中止
次々週例会プログラム
10/12（月） ゲスト卓話「薩摩琵琶で引き出す朗読の魅力」
朗読家 もちだ ひろこ様、
薩摩琵琶演奏者 辛島 由紀（からしま ゆき）様
出席報告：出席委員会→連続出席表彰 中間 貴志君（５年）
スマイルボックス：親睦委員会
ガバナー公式訪問前のクラブ協議会
卓話：ガバナー補佐卓話
野井倉 洋豪（のいくら よしひで）様
「公式訪問前のクラブ協議会」
発表者：坂元 直人君、里 良男君、宮脇 謙舟君、
春山 慶次郎君

※クラブ協議会発表は次週に掲載します。

