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週報 No.

年男　年頭所感 職業奉仕月間 72.34％

　こんにちは。年が明けましても、コロナ禍は一
向に収まりませんが、本年も中央ロータリークラ
ブの活動を明るく乗り切っていけるよう努力いた
しますので、ご指導ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　本日の会長の時間は、昨年 12 月 29 日南日本新
聞「南風録」に掲載されていた、池上彰さんの監
修による「今年の明るいニュース」という本の中
からご紹介したいと思います。
　鹿児島の三件の記事の内容を詳しく知りたくて早速本屋で購入
しました。
　昨年は厳しい生活を強いられる激動期でしたが、人の温かい心
が感じられるニュースが集められた内容です。
　年明けにふさわしい明るい話題で、ほっこりとしていただきた
いと思います。　　
　まず一つ目は、鹿児島中央駅の駅員がコロナ禍で、スポーツや
団体行動の制約により、満足な学生生活が送れなかった学生たち
に卒業証書を贈った話です。
　卒業式のある日、改札口付近に設置された縦 70 センチ×横 120
センチの黒板にカラフルな桜の絵を彩り、今日まで毎日駅を利用
してくれてありがとう。「大雨に弱い指宿枕崎線」「動物にぶつか
る日豊本線」「意外としぶとい鹿児島本線」決して使い勝手のいい
駅ではなかったかもしれないけど、三年間皆さんの元気に通学す
る姿を見て私たちも元気をもらっていました。
　これからは、それぞれの道を進んでいくと思いますが、私たち
中央駅一同、いつでも皆さまをお待ちしております。卒業おめで
とうございます。という内容でした。
　二つ目は、小学３年生男児が強い決意で 33 センチのヘアドネ―

ションで医療かつらを無償提供しているNPO法人に寄付した話で
す。
　東谷山小学校に通う追立ゆうり君は、おしゃれの一つとして髪
を伸ばしていたが、小児がんのドキュメンタリー番組を見て「困っ
ている人を助けたい」と、ヘヤドネーションを決意しました。
　４年間伸ばした間、同じ年頃の子供たちに「男女」と冷やかされ
た事もあったが、決意はゆるぎなく寄付することになった。「手入
れが行き届いていて髪の状態が非常に良い、いいウイッグができ
るはずだ」と髪を切った美容院の女性も太鼓判を押していた。と
いう内容でした。
　私の友人の 30 代になる娘さんも２年ほど前にあった時、ヘアド
ネ―ションを決意し髪を伸ばしていました。その後無償で提供し
ています。
　30 センチ以上は必要で、とても根気がいることだと話していま
した。
　三つ目は、コロナ禍で低迷する映画界の救世主となった「鬼滅
の刃」の毛筆書体がさつま町の会社昭和書体が制作したパソコン
用毛筆フォントが使われていたという話しです。
映画のヒットの恩恵を受け、ふるさと納税返礼品にパソコン用　毛
筆フォントが加わりました。毛筆フォントは全国的にも数社しか
なく、返礼品の充実を目指す町が声をかけ、５月から取り扱いを
始めたそうです。
　「鬼滅の刃」のブームにより「闘龍」「陽炎」は番組テロップを
はじめ一般でも幅広く使われるようになり、ほとんどの和風書体
を手掛ける同社の網紀さん８４歳は「自分の字が地場産品の一つ
となるのはうれしい。寄付額が増えることで地元への恩返しにつ
ながれば。今後も新たな書体を作り続ける。」と話している。
　去年の「日本の明るいニュース」に鹿児島の小学生、高齢者、職
場から話題があったことを大変うれしく思います。
　以上会長の時間でした。

1968

■職業奉仕委員会	 委員長　下村　哲也　
1. 上期報告
　職業奉仕委員会の上期行事としましては，例年，職場訪問例会
を開催しておりましたが，新型コロナウイルス感染防止の観点か
らこれを行わず，その代わり，令和２年 11 月 30 日，鹿児島県弁
護士会会長をお招きして「鹿児島の弁護士の現状と今後の弁護士
業務について」をテーマに卓話をいただきました。
　また，翌週 12月７日には，職業奉仕フォーラムを開催し，職業奉
仕についてグループディスカッションを行い，認識を深めました。
2. 下期計画
　職業奉仕賞の贈呈式を予定しています。

■国際奉仕委員会	 委員長　坂元　直人
1. 上期報告
　本年度はコロナ禍で，長年に渡る我がクラブの通年行事であっ
たセ釜山ロータリークラブへの離就任記念式典には参加ができま
せんでした。
　本年度，国際奉仕委員会として唯一できた活動は，令和２年１１
月２日例会における「国際奉仕フォーラム」のみではないかと思っ
ております。
　当日の「国際奉仕フォーラム」におきましては，私の方で前年
度のセ釜山ロータリークラブへの離就任記念式典参加の状況など
をご報告させて頂きました。
　また，金さんのご協力も頂きまして，セ釜山ロータリークラブ
の方々のビデオメッセージを拝見できたのは，セ釜山ロータリー
クラブの近況を知る上におきましては大変に貴重なものだったと
いう感想を持っております。

クラブ協議会「上期報告・下期計画」

職業奉仕委員会 国際奉仕委員会 社会奉仕委員会 青少年委員会 交流委員会

加島　繁

１月



ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
誕生日お祝い：高岡　和也君（2日）・小笹　貴之君（7日）・
　　　　　　　田實　大志朗（27 日）
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報（1/15 分）
　　　　　　　　②月信 1月号
　　　　　　　　③ロータリーの友 1月号　
２）	１/25（月）に予定されていました、ラウンドテーブル

は中止、学習会は延期となりました。
３）1/24（日）　RCC例会　場所：リンクビル９階
　　　　　　　指名出席者→尾辻・畑野　各会員
４）次週　1/25（月）例会プログラム　
　　会員卓話「年男　年頭所感」
　　次々週　2/1( 月）例会プログラム

　　職業奉仕賞授与式　
　　南日本新聞大明丘販売所　新福（しんぷく）ナヤミ様
出席報告：出席委員会			
スマイルボックス	：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌・ＩＴ委員会
「上期報告と下期計画」
職業奉仕委員長：下村　哲也君　　交流委員長：竹添寛君
国際奉仕委員長：坂元　直人君
社会奉仕委員長：中間　貴志君
青少年委員長：栫　浩多郎君

次回例会　令和３年２月１日（月）
職業奉仕賞授与式

南日本新聞大明丘販売所　新福ナヤミ様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1994回例会 54名 34名 72.34%
前々回（12月21日）の補正 54名 33名 76.74%
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●加島会長、高岡幹事／今年一年コロナにも負けず、チームワー
クを重視して頑張って行きます。ご協力よろしくお願いします。
●高岡　和也君／１月２日で 43 才になりました。ゴルフの飛距離
が最近落ちてきてるのを実感するようになりました。老化に負け
ないよう今年は自宅に筋トレに頑張ります。そして今年こそは…。

●小笹　貴之君／お誕生日祝ありがとうございます。不惑の域に
は全く達しませんが、40 代最後の１年を健康で楽しく謳歌できれ
ばと思います。どうぞよろしくお願いします。
●加島会長、高岡幹事、田中君、宇都君、尾辻君、下君、岩下君、
合計７名／ 12 月 21 日のラウンドテーブルに参加したメンバーで
スマイルいたします。
1月18日のスマイル　小計	14,718円　2020〜2021年度　累計	343,098円

2. 次年度報告
　私は，次年度も国際奉仕委員長を務めさせて頂きますので，下
期というよりは次年度の活動予定のご報告をさせて頂きます。
　現在の新型コロナウイルスの国内での感染拡大と，韓国での感
染拡大の状況に鑑みますと，次年度もセ釜山ロータリークラブの
離就任記念式典に参加することは著しく困難であることが強く予
想されます。
　次年度の橋元会長とも協議しながら，オンライン等を通じて，セ
釜山ロータリークラブと交流をすることも検討できないかと思っ
ております。
　次年度は何らかの形での交流を実現できればと思っております
ので，会員の皆様方におかれましてもご協力下さい。

■社会奉仕委員会	 委員長　中間　貴志
1. 上期報告
　令和２年 11 月５日 10 時 30 分　鹿児島市心身障害者総合福祉セ
ンターにて，ボッチャのランプを贈呈しました。
　令和２年 11月末から 12月にかけて，RCCの犬猫カレンダーの購
入協力をしました。92,500 円を犬猫と共生できる社会をめざす会鹿
児島に支払いました。ご協力いただいた会員各位に感謝申し上げま
す。RCCはロータリークラブの公式の活動ですので，引き続き，寄

付のつもりでカレンダーの購入にご協力よろしくお願いいたします。
2. 下期計画
　社会奉仕フォーラムを開催予定です。
　コロナ禍で思うような活動が出来ませんが，皆様のアイディア
で何かしら貢献できると良いと考えています。よろしくお願いい
たします。

■青少年委員会	 委員長　栫　浩多郎
　主にローターアクトクラブの運営がメインの委員会となってお
りますが、現状クラブの会員は 0名ということで会自体の運営が
ない状況で、上期は会員数を確保することが命題でございました。
結果といたしまして、コロナ禍ということもあり実行項目はあり
ませんでした。12 月に加島会長に同行し鹿児島大学様にお願いに
伺う予定ではございましたが、鹿大生のコロナ感染拡大と重なり
残念ながら延期となりました。
　下期計画といたしまして上期同様、会員数の確保が命題となり
ますが、全国的にも県内においても感染拡大が止まらない状況下
ですので、状況を見ながら活動を行ってまいります。18 歳以上で
あれば入会できるということもあるため、会員企業の皆様の若手
社員さんにも加入いただければ幸いです。下期もどうぞ宜しくお
願い致します。

議　　　題
1	）1・2月例会プログラム及び行
事予定（添付資料）
　①	今後も、通常例会については開
催するが、コロナ関連が理由で
欠席の場合は出席免除（ホーム
出席扱い）とする。で承認

　②	2月予定の情報集会はコロナのため3月以降に延期（開催時
期はコロナの状況を見て決定する）、ラウンドテーブルは
中止。で承認

　③	2/8（月）のクラブ奉仕フォーラムはグループディスカッ
ションでテーマは「クラブ戦略計画委員会、クラブビジョ
ン策定について」で承認

　④	2/22（月）のゲスト卓話は、プログラム委員会に一任。で
承認

2）会計報告（別紙明細）　
　①12月度試算表について・・・承認
　②忘年家族会収支決算報告・・・承認

3	）2/1　職業奉仕賞授与式について
　賞状・記念品　
　・	昨年同様に、賞状と山形屋商品券3万円を贈呈することで承認
4）情報集会について
　・	コロナ感染予防のために3月以降に延期（開催時期は状況を
見ながら決定）で承認

5	）観桜会について
　・	コロナの状況次第だが、現段階では判断ができないので2月
の理事会で再考で承認

6）その他
　①次回理事会について
　　令和３年２月１日（月）　例会後～　於：開聞・・・承認
　②	RCCの社会奉仕活動の一環としてのわんにゃんカレンダー
の寄付の件

　　来期より、予算に組込み会費より平等に徴収することで承認
　③交流委員会の会津若松西RC訪問の件
　・次年度が会津若松西RCと友好クラブ盟約25周年
　　	　4月～5月ごろに表敬訪問(津若松西RCの例会は毎週木曜
日、場所はホテルニューパレス)をし、来期の盟約25周年の
事業の打合せをしたい計画があることを先方に伝えて、ま
ずは意見を聞くことで承認。

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和３年１月１8（月）
例会後～

出席者 加島　繁・橋元　隆
高岡和也・中間貴志
田中和俊・下村哲也
坂元直人・栫浩多郎
下　隆治・竹添　寛

欠席者 川路　理幸

定例理事会議事録

本日の曲目：この素晴らしき世界・ダニーボーイ・ユーモレスク	 演奏：入来慶子


