
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）

扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう

例会場 例会日 毎週月曜日 事務局
〒892-0828  鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
ホームページ

kchuorc@bi.wakwak.com
http://kagoshimachuo-rc.jp/山形屋７Ｆ社交室

本 日 の
プログラム

前回例会出席率

令和３年１月15日　第1993回例会

週報 No.

新春合同例会 職業奉仕月間 75.0％

鹿児島歴史クイズ
　こんにちは。のちほど「会長、幹事上期を
終えて」ということで時間をいただいており
ますので、会長の時間は、これまでとちょっ
と思考を変えて鹿児島の歴史からクイズを出
題します。
　鹿児島出身ではない方もいらっしゃいます
ので、フェアではない部分もありますが、ご了承いただきこの
機会に鹿児島あるある雑学に触れて、より鹿児島を身近に感じ
ていただければ幸いに存じます。
　会員の皆様の鹿児島についての知識を検証したいと思います
ので、ご協力をお願いいたします。
　上位 3 名様には、商品を用意しています。金額はほぼ一緒で
す。
　それではルール説明です。初めは、３択問題ですので指で一
番、二番、三番と提示して下さい。
　当たった人のみ次の問題に進めますので、３名残るまで出題
したいと思います。ただし時間がきましたら、残った方でジャ
ンケンです。

●第一問

　奈良時代、何回もの失敗を乗り越えて、ようやく坊津に到着

した唐（現在の中国）のお坊さんは。

　①道元　②蓮如　③鑑真　　　　　　　　　　　　　答　③
●第二問

　昭和９年、日本で初めて国立公園に指定されたところは？

　①桜島　②霧島　③屋久島　　　　　　　　　　　　答　②

●第三問　

　現代の県庁舎が立っている場所は、30 年前まで何があった

でしょうか？

　①空港　②動物園　③刑務所　　　　　　　　　　　答　①
●第四問　

　「翔ぶが如く」で西郷隆盛を演じたのは西田敏行、では大久

保利通は？

　①近藤正臣　②鹿賀丈史　③加山雄三　　　　　　　答　②
●第五問

　昭和 31 年まで鹿児島市内には県営競馬場があったが、それ

はどこ？

　①吉野　②伊敷　③郡元　　　　　　　　　　　　　答　③
●第六問　

　大隅町岩川の弥五郎どんは、３人兄弟の何番目？

　①長男　②次男　③三男　　　　　　　　　　　　　答　③
●第七問

　弥五郎どんが世界巨人博に招かれた国は？

　①ドイツ　②イタリア　③スペイン　　　　　　　　答　③

　それでは、絞り込みに行きたいですので、ノーヒントでお答
えください。
　西郷輝彦と○○さんは、小学校の同級生です。さて誰でしょ
うか？
　ヒント、男です。谷山小学校です。全く違うジャンルの歌手
です。
　時間が来ましたので、最後まで残った方には商品をもらう権
利がありますので、ジャンケンで３名決めてください。ご協力
ありがとうございました。
　以上会長の時間でした。

1966

■ 会長　加島　繁
　今年も残り 10 日ほどになりました。
　今季は、新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、ＰＥＴＳや地区研修協議会など相次いで中
止になり、会長の勉強会もほとんどが中止にな
り 7 月を迎えました。前会長の坂元会員にアド
バイスいただき、何とかスタートしょうとしま
したが、市内でのクラスターの発生により、例

会もままならず 7 月から 4 週休会になってしまいました。
　コロナにより中止する理由、中止しない理由を精査する必要
もあり、本来私の性格は、石橋をステップして渡り、過ぎたこ
とは気にしないタイプですが、さすがにコロナウイルスだけは
そうはいかず、本業もさることながら、中央RC会長として悩み、
揺れ動きました。
　そんな中でも幸運だったのは、高岡幹事の得意分野である
ズームによる会議で、理事の方々に意見を求める事が出来たこ
とでした。
　例年ですと集まって行われる決定事項が、ズームにて進めら

れたのが良かったと思います。上期を振り返り、高岡幹事をは
じめ、理事の方には心より感謝申し上げます。
　上期は鹿児島大学アカデミー RC の国際ロータリー加盟認証
伝達式に始まりましたが、その後の毎年行われる、セ・釜山
RC 訪問や那覇西 RC との学生交流など新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受けて中止になりました。
　フォローの形として、ビデオメッセージをセ・釜山 RC、那
覇西 RC、会津若松西 RC へ送らせていただきました。会員の
皆様のご協力に感謝申し上げます。
　その他、第 2730 地区風呂井敬氏のガバナー公式訪問が 10 月
5 日行われました。
　会長勉強会、地区大会など第 2730 地区での集まりが中止に
なっての上半期のスタートでしたので、風呂井ガバナーのスケ
ジュール調整は大変なものだったと思います。
　11 月 5 日、前年度の引継ぎ社会奉仕事業として、心身障害総
合福祉センターゆうあい館で「ボッチャランプ贈呈式」が行われ、
吉田前委員長、中間現委員長とともに式典に出席しました。
　12 月 6 日、上半期を締めくくる年末恒例の忘年会が行われ
ました。いつもとは規模を縮小した形ではありましたが、皆さ
まのご協力により無事、開催でき、安どしております。
　上期で最も残念だったのは中央 RC の活動にご尽力いただい

会長・幹事・上期を終えて

加島　繁

１月



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　加島　繁君
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布 　　①週報　　
２） 新入会員名簿シールをまだもらっていない方は事務局よ

りお受け取りください。
３）12/27（日）　RCC 例会　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　　　　　　　指名出席者→宇都・吉村　各会員
４）今後の例会予定
　・本日 18：30 ～ラウンドテーブル。
　　場所：ごはんのじかん inatome
　・次週 12/28（月）　休会
　・ 1/4（月）の例会は、1/15（金） 新春合同例会に振替と

なります。
　　場所：サンロイヤルホテル　12：30 ～

　　お間違いのないよう、ご参加ください。

　・1/11（月）　祝日のため休会
　・1/18（月）　通常例会　クラブ協議会　「上期報告と下期計画」
　・1/25（月）　 通常例会　会員卓話（職業奉仕賞授与式は

２月１日に変更となりました。）
　・1/25（月）18：30 ～学習会及びラウンドテーブル
出席報告：出席委員会　　
スマイルボックス： 親睦委員会
卓話：会長・幹事　上期を終えて　
　　　加島　繁君　・　高岡　和也君

次回例会　令和３年１月18日（月）
クラブ協議会

上期報告・下期計画

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1992回例会 54名 33名 75.00%
前々回（12月7日）の補正 54名 36名 81.81%
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●加島　繁君・高岡　和也君／加島・高岡年度はおかげ様で上期
を終えることができました。残り半年、一生懸命頑張っていきま
すのでご協力をお願い致します。
●椨　茂吉君／先週の日曜日、ゴルフの月レイで準優勝しました。

優勝と１打差の準優勝残念でした。バンカーを１打で出してたら
優勝だったのに！
●坂元　次郎君／結婚お祝い有難うございます。結婚して 17 年妻
には本当に感謝しております。私は単身赴任で子育ても全て任せ
ておりますが年末年始は今年あまり帰れてなかったので一生懸命
つくしたいと思います。

12月14日のスマイル　小計 10,000円　2020〜2021年度　累計 328,380円

た青﨑さん、肥田木さん、濱上さんの退会と、稲留さんの休会
でした。
　風呂井ガバナーも本業が大事と言っておられます。やむなく
やめられた方ばかりだと思います。
　またいつの日か鹿児島中央 RC へ戻ってこられることを切に
願っています。
　先日の年次総会で次の橋元・下村年度の理事も決まり、いよ
いよ引き継ぎ体制となりました。
　加島・高岡年度も、心新たに来年から下半期に突入します。
　今後、コロナがどのように変化するのか予想がつきませんが、
高岡幹事を始め、理事の方々と一丸となって取り組んでまいり
ます。
　会員の皆様には引き続きご指導、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

■幹事　高岡　和也
周りの方からはもう上期が終わりますよ。と

よく言われるのですが、確かに、あっという間
だったような気もしますが、正直いうと長くも
感じたというのが本音です。

というのも、周知の通り、7 月に今期がはじ
まったとたんに鹿児島でコロナ感染者が増えだ
し、緊急的に例会を中止せざるを得ない状況が

続きました。あの時のことを思い出すと、最初はコロナでもし
かして何もしなくて楽に今期はいけるのではないかと安易に考
えていた自分がいましたが、実際は全く違う状況で、すぐに大
変な時期に幹事を任されてしまった。という気持ちになりまし
た。例会の開催の目途も経たずに、会長と毎日のように電話で

話をしては、意見がぶつかりもしました。加島会長は、なんと
か 1 回目を早くやってスタートを切りたい。と考えておられ、
私は会員の安全安心を考えるとどうしても簡単には例会の開催
はできないのではないかと慎重に考えており、しばしば言い合
いにもなりました。

結局は、7 月の例会はゼロ回となり、第一回目が開催できた
のが 8 月の終わり 24 日のことでした。なんとかこうにかスター
トできたと思ったら、9 月に入ったら今度は台風 10 号の接近
により休会を余儀なくされました。理事会もまともに開催でき
ず、LINE グループを作成し迅速に情報共有ができる環境を整
え、Zoom によりリモート理事会を開催しながらなんとかクラ
ブ活動を止めてはいけないという思いでした。あの時は、毎日
のようにロータリークラブの事を考える日々で、こんなのが
この先もずっと続いたらやっていけるだろうかと本当は心配に
なっておりました。ベテランの頼りになる理事会メンバーの大
きな助けもありほんとうに、早いようでぎりぎりでここまでこ
れたというのが感想です。

不幸中の幸いではないですが、試行錯誤でこれまで例会、ラ
ウンドテーブル、学習会、東との合同例会、忘年会イベント、
親睦ゴルフ大会、など、ある程度、コロナ禍でのクラブ運営の
方法も確立できたきたのではないかと思っております。

最後に、今期の私の幹事としての目標は、コロナに負けない
安心安全なクラブ運営と会員同士の親睦を深め、少しでも会員
の皆様にとってロータリー活動が心の負担にならずに、癒しの
場となってくれることです。あと半年間ですが、大きなことは
やりませんが無事に職責を全うできるように頑張りたいと思い
ますので、会員の皆様のご協力を引き続きよろしくお願い致し
ます。


