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クラブ協議会「地区研修・協議会報告」 青少年奉仕月間 78.05%

5 月 15 日（土）国際ロータリー第 2730
地区大会が風呂井ガバナーの地元、鹿屋
市さつき苑で開催されました。

新型コロナウイルスが感染拡大する中、
大きな決断だったと思います。

国際ロータリー会長代理である御年 98
歳の千 玄室氏は京都から元気に参加され
ました。

地区財務、各種委員会が 9：00 から始まり、我がクラ
ブの海江田パストガバナー、宇都ガバナー補佐、高岡幹
事、加島は 10：00 からのガバナー補佐、部門長、会長、
幹事協議会に出席しました。

会場は、ソーシャルデスタンスをほどこし、各自一人
で 3 人机を独占し、会場は何百人かが入るスペースでし
たが、100 名足らずでした。

ホストクラブ鹿屋西ロータリークラブ平山寛治氏の
司会進行により、風呂井ガバナーの開会点鐘で始まり、
2019 － 20 年度地区決算、財務現況報告、地区大会決議
提案、ガバナーエレクト事務所から次年度の連絡と続き、
10：30 分頃からインターネットを使ってのライブ配信が
同時にスタートしました。

地区指導育成セミナーで地区研修リーダ挨拶並びに講
師紹介で RLI 日本支部ファシリテータ委員会、中村靖治

（よしはる）氏による演題「国際ロータリーの未来形成
とロータリークラブ」が始まり、その中で今後、ロータ
リー会員が減少していくことを想定し、「クラブが変わ
る」「地区が変わる」ことでセクショナルリーダ―、ロー
タリーアクトクラブの参加、非ロータリーの参加などの
変化等が 2022 年規定審議会に RI 理事会から制作案とし
て発儀され、2030 年に決定するとの事でした。

内容的には後半聞きそびれた部分もあり、ガバナー事
務所から DVD をもらい再度確認します。

11：45 分から 12：25 分までは昼食をとり、午後の本
会議へ進んでいきました。

12：30 分本会議がスタートし、オープニングとしてお
祝いの舞「高砂」を観世流能楽師梅若さんが披露して始
まり、驚いたのは風呂井ガバナーがメンバーとして登場
した事した。

その後「平和の花束①」の DVD を鑑賞し、地区大会
実行委員会より大会開催宣言、開会点鐘、国家斉唱，ロー
タリーソング「奉仕の理想」と続き、RI 会長代理紹介、
来賓、特別参加者、参加クラブ紹介さらに物故者会員追
悼・黙祷が行われ、2019 年 9 月 1 から 2021 年 1 月 31 日
まで 12 名の方が紹介されました。我がクラブの原田会
員も 2020 年 5 月 31 日 82 歳、ロータリー歴 16 年でご逝

去されました。
この後もガバナーエレクト並びにガバナーノミニー紹

介、青少年関連活動報告、ローターアクト、青少年交換、
米山記念奨学会、新クラブ「鹿児島大学アカデミーロー
タリークラブ」岩井会長のビデオでの紹介などがありま
した。

今回の特色としては来賓祝辞は鹿児島県知事、鹿屋市
長、Ｒ I 第 3482 地区ガバナー、台湾などビデオレター
で挨拶されました。

コロナ禍で参加できない人は、ベストな選択としてこ
れからも普及していきそうです。

15：00 頃になりますと、風呂井ガバナーによる地区
スローガンである「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」に基づきＲ I 会長代理の千　
玄室氏よりの講話があり、その意味を千氏なりの解釈で
興味深い内容でした。
「不易・流行」とは、いつまでも変化しない本質的な

ものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものを
取り入れていくこと。と言う意味で、各クラブも伝統は、
そのままに新しい取り組みを考え、時代の流れを読んで
いくという解釈をしています。

この後、ロータリー賞、地区功労賞など各クラブの表
彰もあり、我がクラブは拡大優秀クラブという事でした。

今回初めて行われたのがフォトコンテストで、多くの
応募があり、なかなかの力作揃いでした。

次年度地区大会は、都城西ロータリークラブで 5 月
20・21・22 日開催するとのことでした。

最後になりますが、エンディングは、ヒメヒコ・キャ
スト＆劇団ニライスタジオによる「平和の花束②」で閉
められました。

ヒメヒコ・キャストは、鹿屋市で毎年高校生を中心に
行われる平和のための高校生ミュージカル公演をしてい
ます。今回はコーラスと朗読で平和を訴えていました。

会場の皆さんは生徒たちの熱演に感動していました。
今大会は、計算されたビデオとの協調など、数回のリ

ハーサルの必要性から鹿屋西ロータリークラブを中心に
主催者側の地区大会を成功させたい熱意が伝わってきま
した。

以上会長の時間でした。
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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
ゲスト紹介：米山記念奨学生　陳　珂雨（チン　カウ）様
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：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
奨学金支給：陳　珂雨　様
入会式：高日　規寿（たかひ　のりひさ）様
　　　　⑴推薦者の言葉＝中間　貴志君
　　　　⑵会長よりバッジ贈呈
　　　　⑶新入会員挨拶＝
　　　　　勤務先：富国生命保険相互会社　鹿児島支社　支社長
　　　　　職業分類：保険　　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　 　①週報　 　② 2021-2022 委員会名簿
２）５月 24 日（月）の年輪会の時間が変更となっております。
　　年輪会　18：00 ～　新入会員との懇談会　18：30 ～
　　出席される方はお間違いのないようお願いいたします。
３）５月 31 日（月）学習会・ラウンドテーブル
　　18：30 ～　於：ごはんのじかん inatome　
　　※出欠〆切　５月 21 日（金）

４）ＲＣＣ例会　5/23（日）11：00 ～　天文館松山通り　リンクビル 9 階
　　指名出席者：濱薗・西川・ 各会員
５）次週　5/24（月）　例会プログラム
　　クラブ協議会　「地区研修・協議会報告」
出席報告：出席委員会     
スマイルボックス：親睦委員会
補佐挨拶：ガバナー補佐挨拶　
　　　　　野井倉　洋豪（のいくら　よしひで）様
青少年奉仕フォーラム：
青少年委員会「ローターアクトクラブ復活に向けて」
　①ローターアクトの説明と今後の方向性について
　②グループにて設問に対しての討議
　③各グループの発表　④まとめ

次回例会　令和３年５月31日（月）

会話卓話「ベトナム人技能実習生，我が社の取り組み」
吉田　健朗君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2010回例会 55名 32名 78.05%
前々回（4月26日）の補正 55名 35名 68.63%
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本日の曲目：野ばら・この道・イエスタデイ 演奏：入来慶子

第4回ガバナー補佐公式訪問

鹿児島市内 RC　B グループ　
ガバナー補佐　野井倉　洋豪

　本日は 2020-2021 年度風呂井敬ガバナー年度のクラブ
最後の補佐公式訪問させていただきました。当年度は
じめから“コロナビールスの感染”の蔓延にて例年行わ
れたクラブの種々の活動の制限を余儀なくされた 1 年で
あったと考えています。しかし、本クラブは会員の減少
が危惧される中、2730 地区全クラブ中　拡大優秀クラブ
として地区大会にて表彰されました。このことは、会員
年会費の減額、県外クラブとの WEB 会議、米山奨学生
の受け入れ、RCC 例会出席、例会時各委員会によるグ
ランド・テーブル他　18 項目のクラブ活動計画を作成
され、制限された中、種々活動を展開されたことによる
ものです。本年のテーマ“不易流行”の実行には多大の
問題があり十分な成果を出すことは困難でしたが多数の
会員の協力にて色々実戦されたことはすばらしいことと
思っています。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。世界のロータリーの組織の
改変が問題提起され 2030 年ころには実施されるようです。
貴クラブの今後のさらなる発展を確信しています。本年度
はどうもお世話になりました。ありがとうございました。

青少年奉仕フォーラム
「ローターアクトクラブ復活に向けて」

■栫　浩多郎
　この度は青少年フォーラムという機会をいただき誠に
ありがとうございます。今回は「ローターアクトクラブ」
につきまして、皆様にお知恵をお借りする場に出来れば
と考えております。
　ローターアクトクラブは皆様ご承知の通り、ロータ
リークラブが親会となって、若者の「社会奉仕活動」と「国
際奉仕活動」を通じてリーダー育成をサポートするとい
う、我がクラブにとっては若者への奉仕活動となります。
過去のローターアクトクラブの具体的な活動につきまし
ては、理事会の開催と月に 2 回の例会の開催を軸とし、
地域への清掃活動やチャリティーイベントを主催するな

ど様々な活動を実施しています。
　さて、鹿児島中央ロータリークラブのローターアクト
につきましては、数年前に活動を中止しております。そ
の最大の理由となりました年齢制限の上限につきまして
は撤廃されておりますが、今後はいかにしてローターア
クトクラブを復活させるかという課題に関して力を注い
でまいります。会員増強につきましては鹿児島大学アカ
デミー RC との連携を図ります。例会の開催など活動が
具体的になってきましたら、あらためて皆様にご協力を
お願いできればと考えております。学生からしましても、
地元企業の皆様とのネットワーク構築はローターアクト
クラブの 1 つの魅力になります。具体的には講話や企業
見学などご協力をいただきたいと考えております。引き
続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

●海江田　順三郎君／一昨日、鹿屋で開催されました地区大会
に加島会長の愛車に便乗させて頂き有難く存じました。
●椨　茂吉君／大阪にて世界大会がありその時に千様にコー
ヒーをごちそう頂きました。
●坂元　直人君／前回の例会でお誕生日お祝いを頂いておりま
した。49 歳になりました。40 代最後の１年になりますので、
健康に留意しつつ、良い１年にしたいと思ってます。加島会長、
高岡幹事、もう少しですね。最後まで全力疾走で頑張って下さ
い。応援しております。なお、本日は急の予定が入り、例会を
お休みさせていただきます。申し訳ありません。
●下村　哲也君／先週は結婚祝をありがとうございました。
2013 年５月 11 日に入籍して今年で満８年になりました。引き
続き家内安全に頑張りたいと思います。
●丸山　健太郎君／梅雨の中、休みをかいくぐって、昨日は高
牧でした。後半、２番ホールは 404 ヤード、パー４。１打目がフェ
アウェイのやや左側について、残りは 195 ヤード。5W を握っ
たところ、快心の一撃はグリーンに乗り、ワンバウンドした後、
直接カップイン。人生初のイーグルに震えました。見届けてく
ださった坂元さん、宮脇さん、ありがとうございました。
●親睦委員会／４月 17 日（土）に開催しました観桜会の残金
をスマイルします。
●ラウンドテーブル／ 4/19（月）のごはんのじかんにて開催
しましたラウンドテーブルの参加者でスマイルいたします。参
加メンバーは、加島、高岡、橋元、竹添、田中、本坊、岡部、
川畑、池畠、宇都、重久、尾辻、吉田の名です。

5月17日のスマイル　小計 26,503円　2020〜2021年度　累計 581,718円


