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2006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）

誕生日お祝い

本 日 の
プログラム

結婚記念お祝い

52 才となります。なんの節目でもない中途半端な年齢で
すが、次男も大学生になりましたし、がんばって仕送り
をしたいと思います。
●加島 繁君／結婚記念日ありがとうございます。結婚 ●池脇 剛君／結婚記念日祝い有難うございます。48 年
記念日が 4 月 1 日。いつまでも忘れない日と思っていま になりました。
したが、バカ夫婦の日として 42 年間忘れられない日に ●吉田 健朗君／結婚記念日お祝ありがとうございま
なっています。記念日は大事にしていませんが、この頃 す。おかげさまでまだ仲良く継続しています。ついでと
は家内の頑張り、協力的、がまん強さに感謝しています。 言っては申し訳ないですが、兄が監督した映画「騙し絵
●海江田 順三郎君／誕生日祝いを頂き有難うございま の牙（だましえのきば）」絶賛公開中です。８作目にし
す。4 月 3 日で満 93 才になりました。命長らえば恥多しで、 てはじめて普通に楽しめるエンタメ作品のようです。コ
近頃物忘れや、しくじりが多くなりましたが皆さまにご ロナ禍ではありますがお時間あればご覧になられて下さ
迷惑にならないように心がけたいと思います。
い。
●椨 茂吉君／赤崎様の不報を聞き 10 年位前に中央公 ●丸山 健太郎君／結婚記念日祝いをありがとうござい
民館の前庭に記念碑を建てた日に本人と一緒に写真を ました。この春パラサイトしていた次女が東京に転勤し、
撮って頂いた事を思い出しました。
夫婦二人きりの生活が始まりました。お互い、会話の糸
●丸元 貞夫君／誕生日祝、有難う御座います。4 月 30 口となる話題をみつけだすのに苦労しています。
日で 81 才になります。一廻り年長の海江田先輩を目標 ●伊藤 一雄君／誕生日祝い有難うございます。転勤もな
に、今後も頑張りたいと思います。
く無事２年目を迎える事が出来ました。何とか３年は粘り
●前迫 実君／結婚祝いをありがとうございます。
たいと思っています。引き続き宜しくお願い致します。
●里 良男君／中央ロータリーに新しい仲間が増えまし ●福山 泰広君：私としては初めて結婚祝をいただきま
た。宇井さんの入会を心より歓迎します。『世界に広が す。月初にやっていただきリマインド効果大です。ただ
るロータリークラブ』のメンバーとして共にロータリー 4 月 26 日まで覚えているか自信ありません。
を楽しみましょう。
●ラウンドテーブル／ 3/22（月）にごはんのじかんにて
●橋元 隆君／結婚記念日祝い、ありがとうございます。 開催されたラウンドテーブルに出席したメンバー 12 名
昭和 63 年 4 月 29 日が記念日ですので平成と同じ年数と でスマイルします。メンバーは、海江田、加島、川畑、
覚えていたのに、令和になったから分からなくなりまし 田中、前迫、宇都、橋元、高岡、福山、松元、田實、尾辻、
た。でも頑張って覚えます。
各会員です。
●田中 和俊君／誕生日お祝いありがとうございます。
4月5日のスマイル 小計 47,117円 2020〜2021年度 累計 521,215円
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月 日
（月）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
※黙祷 赤崎 勇殿 令和３年４月１日ご逝去
入会式：宇井 英信（うい ひでのぶ）様
⑴推薦者の言葉＝里 良男君
⑵会長よりバッジ贈呈
⑶新入会員挨拶＝勤務先：株式会社 YU & Co. 代表取締役
職業分類：店舗開発コンサルタント 所属委員会：親睦
誕生日お祝い：
【バースデーソング】（５名）
海江田 順三郎君（３日）・伊藤 一雄君（８日）
田中 和俊君（13 日）・坂元 次郎君（25 日）
丸元 貞夫君（30 日）
結婚記念お祝い（９名）：
加島 繁君（１日）
・前迫 実君（５日）
・池脇 剛君（８日）
丸山 健太郎君（８日）・椨 茂吉君（10 日）
神野 洋介君（16 日）・ 福山 泰広君（26 日）
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橋元 隆君（29 日）・吉田 健朗君（29 日）
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布
①月信 4 月号 ②週報
２）本日定例理事会 例会終了後 於：開聞
３）次週 4/8（月） 例会プログラム
・社会奉仕フォーラム
・友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス： 親睦委員会
卓話：PETS 報告
会長エレクト 橋元 隆君

次回例会 令和３年４月 19 日（月）
ゲスト卓話＝「鹿児島県議会開設 140 周年」
鹿児島県議会議員 藤崎 剛 様
出席率
第2005回例会
前々回（3月22日）の補正

会員数
55名
54名

出席数
38名
34名

出席報告
71.69%
68.00%

４月

社会福祉フォーラム

母子の健康月間

前回例会出席率

71.69％

療関係、法律専門、会長、幹事）
□宮崎県北部グループ ７RC は地元夕刊紙にお
いてロータリー PR。
こんにちは。始めにすでにご承知
□日南中央 RC は、日南川まつり「川と友達に
のとおり、ノーベル物理学賞を受賞
なろう」ユーチューブを利用した配信での事
された赤崎 勇さんが亡くなられま
業実施。
した。
□鹿児島 RC は、医療関係者への寄付。
輝かしい功績を納められ、郷土鹿
□きもつき RC は、毎年行っている地元中学校
児島から世界の宝となられた赤崎さ
への職業講話（ロータリアン 4 ～ 5 人訪問）。
んに敬意を表します。
また、親友として、新聞等の取材に丁寧に赤 □複数クラブの回答は、連続出席を続けている
会員へのコロナ関連欠席についての配慮、会
崎さんの人となりを語られた海江田会員の、親
員同士の声かけ・コミュニケーション、例会
友に捧げる素晴らしいコメントに心打たれまし
中止などで余剰金がある場合は次年度以降へ
た。
の活動資金へ。
2016 年 5 月、私が鹿児島中央ロータリークラ
ブへ入会した 8 か月後だったと記憶しておりま □地区からの要望は、オンラインでのセミナー
や委員会（会議、地区研修、協議会など）を
すが、鹿児島中央ロータリークラブでは海江田
積極的に取り入れて欲しい。
会員が実行委員長になり赤崎 勇さんの記念碑
□クラブからの要望は、クラブ戦略委員会、危
を建立いたしました。
機管理委員会の活用方法を教えて欲しい。
除幕式にはご夫婦で出席していただいたこと
□その他、都城中央 RC からは、会員増強に対
が思い出されます。
する情報の共有化。
心よりご冥福をお祈りいたします。
さて、本日の会長の時間は、先日開催された （都城中央 RC 以外の都城、都城北、都城西の 3
ロータリーがここ 2 年ほどで、会員数に大き
クラブ会長会議のご報告を致します。
な開きが生じている為）
3 月 27 日（土曜日）2020 － 21 年度クラブ会
長会議は ZOOM を使ったＷＥＢ会議で 15：30 □複数クラブからは、ZOOM を活用して、例会
を公開しているクラブの情報が欲しい。
から 17：00 まで開催されました。
コロナ終息を見越した事業計画書の情報が欲
参加者は各クラブの会長を中心に各部門長、
ガバナー補佐など 50 数名の参加で始まりました。 しい。
クラブで取り込んでいるコロナ対策の情報が
コロナ禍により、会員が集まりにくいという
ことで、今後しばらくはこのような形になって 欲しい。
クラブ戦略計画委員会の設置に伴う、クラブ
行きそうです。
今回 2 回目となりますが、前回同様、司会進 策定までのプロセス・方法や要した期間の情報
行を北山地区幹事が努められ、1 回目よりスムー が欲しい。
コロナ禍での会費の取り扱い（返金など）の
ズな進行となりました。
開会の挨拶を風呂井ガバナーがされ、議題と 情報が欲しい。
以上がアンケートの内容です。
しては各部門の今後の活動（事業）計画につい
会議の最後に、今後のスケジュールについて
て各部門長が発表され、さらに各グループの今
後の活動（事業）計画については各ガバナー補 の報告があり 17：00 に予定どおり終了しました。
ZOOM を使っての会議は、リアルタイムで情
佐が発表されました。
さらに、コロナ禍における活動事例について 報を共有できる点は良いのですが、質疑応答の
は、各クラブの会長の発表となりましたが、1 回 際、50 数名だと話すタイミングが難しく、質問
目の会議では全クラブの会長が発表した為、か に答える１クラブではパソコンの ZOOM の声が
なりの時間を要したことを教訓に、今回は事前 出ない状況もあり、急な質問をするときのやり
に発表する会長が決まっており、スムーズに進 取りに声が届いているのかなど問題点はありま
す。
行しました。
しかし、今後も WEB 会議が行われると思い
次にアンケートによる「コロナ禍の活動について」
□鹿児島西 RC は、お弁当（持ち帰り）例会の ますので、自宅や会社での参加に慣れていかな
ければならないと思います。
実施（例会場の支援）
以上会長の時間でした。
例会休会基準の確認、専門家委員会設置（医
加島

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

繁

〒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/

豊かにするという意味もあるそうです。
そして、その RI テーマに感動された井福ガ
■ 橋元 隆 君
バナーエレクトは、地区スローガンを『ロータ
昨日の PETS に参加しての感想・ リーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動し
報告を申し上げます。
よう。』とされました。国際会議の中で重要とさ
本来ならば、4 月 3 日・4 日の 1 日 れている事が『会員増強』
『女子のエンパワメン
半の缶詰め研修の予定でありました ト』
『ロータリー奉仕デー』
『重点分野 7 番目に環
が、去る 3 月 30 日に都城でクラスター 境の保全と保護の追加』です。
が 発 生 し、 急 遽 4 月 4 日（ 日 ） だ け の ZOOM
先ず『会員増強』ですが、ロータリアン 1 人
会議となりました。とは言え、9 時 30 分～ 15 が 1 名増員すれば、120 万人から 130 万人に増
時 30 分の 6 時間のリモートで少々疲れました。 やす事が出来るという事です。我が中央 RC は、
ZOOM 会議が始まる前は私を含め『どれがミュー 現状 55 名です。増員はとても重要ですが、私は
ト？』
『解除はどうする？』等、それぞれの声が “より良い例会作り”に力を入れたいと思ってい
飛び交い、てんやわんやのスタートとなりまし ます。従って私は、純増 2 名の 57 名で良いと考
た。ただ、今後も ZOOM 会議に参加する機会は えています。
増えると思いますので、少しずつ慣れていかな
次の『女子のエンパワメント』とは、女性の持っ
ければと思いました。
ている能力を引き出し、発揮できるようにする
まずは、開会の点鐘に始まり“ガバナー挨拶” 事です。中央 RC の女性会員は非常に能力の高
“ガバナーエレクトによる次年度 RI テーマ”
“地 い方ばかりですので、これまでと同様に活動し
区テーマ及び地区方針”についての説明があり ていただく事で、間違いなく当クラブの活性化
ました。
に繋がっていくと思っております。
その後、“会長の役割と責務について”と“各
次に『ロータリー奉仕デー』ですが、2 年前に
次期地区委員長による計画発表”がありました。 中央 RC が中心となりロータリーデーを行った
そして最後に、大迫パストガバナーによる講評 実績があります。次年度は、地区の社会奉仕委
を受け、井福ガバナーエレクトによる期待の言 員長が中心となって行う予定ですが、2 年前の経
葉（修了証書授与）で閉会となりました。時間 験を踏まえ色んな場面で協力が出来ると思って
も 15 時 25 分閉会で、ZOOM 会議を退出したの おります。
が 15 時 30 分でした。
最後に、『重点分野 7 番目に環境の保全と保護
以前、宮崎（延岡）であった地区協議会で、 の追加』を重点分野に追加する事により、それ
あるパストガバナーが仰っていた事を思い出し に対する補助金が使えるようになるそうです。
ました。
補助金といえば、次年度に医療施設、又は福祉
『どんなに自分が良い話をしたと思っても、与 施設に業務用空気清浄機等を寄贈する計画で、
えられた時間内に終わらなければ何の意味もな 現在 50 万円の申請をしている最中です。
い。ロータリアンは忙しい中で皆さん時間を作っ
地区の次年度基本方針と活動計画は、お手元の
て参加しているのだから、要点をまとめ時間内 資料にある通りでございます。
に話をする事が大事です。』
皆さんご拝読いただければ、ご理解いただけ
私は口下手で人前で話をするのは苦手ですが、 ると思います。その中でも 2 つだけ補足致します。
時間内に話を終わらす事は得意です。あとは要
地区活動計画の中に『ロータリー賞への積極的
点をまとめ、分かり易く話す力を身に付ければ なチャレンジ精神』とありますが。これを中央
良いのです。ただ、それを身に付ける事は難し RC でも取り入れていきたいと思っております。
いです。でも、皆さん安心して下さい。私には
又『地区大会への積極的参加の推進』もあり
それを簡単にクリア出来る次年度幹事の下村君 ます。次年度の地区大会は、2022 年 5 月 21 日（土）
・
がついています。
22 日（日）と決定しております。来年はコロナ
本日は、お手元の資料にもあります ⑴国際協 も収束しているのではないかと思われますので、
議会・RI 会長テーマについて ⑵地区次年度の基 皆さん一緒に都城（地区大会）に行きましょう！
本方針・活動計画について を私なりに説明した
最後に、会長にとって大事な事は、会員の皆
いと思います。
さんに『今日も来て良かった！』と思われるよ
次年度 RI テーマは『奉仕しよう。みんなの うな例会にする事だと思います。微力ではあり
人生を豊かにするために。』
『Serve To Change ますが、そのように思っていただけるよう精一
Lives』です。
杯頑張りますので、どうぞよろしくお願い致し
奉仕は誰かの人生だけではなく、自分の人生も ます。
PETS報告

入会式

新入会員紹介

新入会員あいさつ

赤崎氏のご冥福をお祈りいたします

出席報告

スマイル発表

亮二（しもだ りょうじ）
S42.4.13
生 【一番ヶ瀬会員 後任】
場 所 開聞
勤務先：株式会社福岡銀行
鹿児島営業部
議
題
日 時 令和３年４月５日（月）
鹿児島営業部長
1.４・５月例会プログラム
例会後～
推薦者：丸元 貞夫、竹添 寛
及び行事予定（添付資料） 出席者 加島 繁・橋元 隆
4. 地区大会以外の経費について
例会プログラムについて
高岡和也・下村哲也
①地区協議会
川路理幸・田中和俊
・4/12、社会奉仕委員会に
⇒ 4/24 の地区研修協議会は、会員の自家用車
中間貴志・坂元直人
よるグループディスカッ
栫浩多郎・下
隆治
２台で送迎することで承認。
ションテーマ「これから
竹添
寛
② PETS 等
の社会奉仕活動について」
⇒今後の交通費などについて
・4/26、新入会員卓話と中 欠席者
クラブを代表して参加する地区研修協議会、委員
原会員の年頭所感
会別の地区研修、RLI などの宿泊・交通費に関して
・5/10、新入会員卓話の予定
・5/17、青少年奉仕フォーラムはローターアクトク は、特別会計より上限を設けて支給することを今後
理事会で検討していくことで承認
ラブ復活に向けて、委員会活動報告の予定
・5/24、ゲスト卓話（候補は美腸アドバイザー、顔 5. 会津若松西 RC 訪問について
訪問予定日６月 11 日（金）～６月 13 日（日）
ヨガインストラクター、元県警部長の方など）
⇒日 程は確定 8 名程度で訪問し 1 日目に 25 周
・5/31、会員卓話（卓話者未定）
年事業の打合せを予定、コロナの為例会参加や
行事・イベントについて
会食はしない。で承認
・4/19（月）ラウンドテーブルは開催予定（担当：
6. 年輪会日程について
交流委員会）で承認
⇒ 5/24（月）18：30 ～
2. 会計報告（別紙明細）
ふぁみり庵はいから亭にて開催予定。
①３月度試算表について………………………承認
年輪会への相談事項として、会津若松西
RC との
3. 新入会員候補者について（添付資料）… ………承認
25 周年事業に対しての意見をきくで承認
①氏名：高日 規寿（たかひ のりひさ）
S51.9.23 生【高柳会員 後任】 7. その他
①次回理事会について
勤務先：富国生命保険相互会社
令和３年５月 10 日（月）例会後～於：開聞
鹿児島支社 支社長
…………………………………………承認
推薦者：中間 貴志、平山 勢津子

定例理事会議事録

会議名 定例理事会

②氏名：下田

