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●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 会員卓話＝吉田健朗君
プログラム 「ベトナム人技能実習生、我が社の取り組み」

５月

青少年奉仕月間

前回例会出席率

80.00%

カーネーションくらいは知っていますが、それ以外の花
の名前は知りません。
科学的理論、心理効果から、女性が花を好む理由を調
女性と花の関係
べてみますと、脳の使い方が男女では違うと言われ、女
こんにちは。本日の会長の時間は、女
性は脳の両側を使う傾向がありますが、男性は片側しか
性と花の関係についてお話します。
使わない傾向があるそうです。例えば男女同じ景色を見
今月の 9 日は、「母の日」でした。
ても、男性は、近くの花より全体の景色を美しく感じ、
カーネーションを送られた方もいらっ
女性は、全体の景色に加えて、足元の花や草木に対して
しゃったと思います。
も美しいと感じるのだそうです。
一般的に女性は花を贈られると喜び、
この事から、女性は同時に 2 つのことが出来ると言わ
花の名前を良く知っています。
れているのも納得出来ます。
また、女性を花のイメージにしてグループやスポーツ
また資料によりますと、男性より香りに敏感であるこ
チームに花の愛称をつけることもあります。
ともわかっており、花のある部屋では、女性の思いやり
我がクラブの「ひまわりの会」は 1983 年（昭和 58 年 や、優しさや、寛大さが出るようです。
11 月 2 日）に発足し、以来クラブとともに歩み続けてお
男性の方は、心に後ろめたい事があるときは、花を贈
ります。
りましょう。
花の名前を付けたいということで、いくつか候補が上
一方、男性は子供の頃、乗り物やおもちゃで遊び、所
がり、
「ひまわりの会」に決まったようです。明るく前 有することに喜びを感じる傾向があります。
向きで、とても良い名前だと思います。
大人になっても、車、バイク、ゴルフクラブ、釣り具
本年度は残念ながらコロナ禍で「レディスデイ」を開 などにこだわり、この話題を好みます。
催することが出来ず、とても申し訳なく思っております。
これは単純に男子としての育った環境です。その為に
次年度は元気な姿でお会い出来ますよう願っておりま 所有欲を満たさない花の良さが分かりにくいのだそうで
す。
す。
この他、スポーツチームでは有名なサッカーのなでしこ
資料とは言え、これ以上言うとジェンダー問題に発展
ジャパンや、ホッケーのさくらジャパンなどがあります。
するといけませんので、これくらいにして置きますが、
あるバラエティ番組で、なぜ女性は男性より花を好む あくまでも個人差はあります。
のか、そして男性はどうして花の名前を知らないのか取
私の周りにも男性同士で「花クラブ」を作ってガーデ
り上げていました。個人差はありますが、花はアクセサ ニングを楽しまれる方がいらっしゃいます。
リーと違っていつまでも残るものでもなく、デザートと
当クラブの池畠会員も、会長を務められた 1 年間に例
違って食べることもできません。
会で季節の花々を紹介され、大変勉強になりました。
それでも女性は、花をプレゼントされると喜びます。
いずれにしましても、このような異常事態の時こそ、
と紹介していました。
色とりどりの季節の花々を楽しみたいものです。
言われてみると、私も桜、菊、バラ、チュ―リップ、ユリ、
以上会長の時間でした。

加島

繁

クラブ協議会「地区研修・協議会報告」
■ 下村

哲也君

1. はじめに
国際ロータリー 2730 地区地区研修・協
議会は、当初、都城市で開催される予定で
したが、新型コロナウイルス感染症のため、
急遽オンラインにて開催されました。
2. クラブ管理運営委員会について
クラブ管理運営委員会は、会長・幹事・会計・ＳＡＡ・
親睦・出席・プログラムを担当する地区委員会です。
中熊委員長より、以下の目標が提示されました。
⑴ RI 会長テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」の推進
⑵会員基盤の強化とクラブの拡大
⑶ロータリー賞への積極的なチャレンジ推進
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

⑷ロータリー財団への寄付推進
⑸ポリオ根絶への寄付の推進
⑹米山奨学会への寄付の推進
⑺青少年教育の推進
⑻公共イメージ向上の推進
⑼クラブ奉仕部門の活動の推進
⑽ロータリー奉仕デー及びＩＭの実施
⑾地区大会への積極的参加の推進
⑿ヒューストン国際大会への参加推進
3. クラブ戦略計画推進委員会
クラブ戦略計画推進委員会は、クラブ・地区が目標・
ビジョンを達成するための計画立案及び実践を担当する
地区委員会です。
なお、先日の理事会において、当クラブでもクラブ戦
略計画推進委員会が設置される運びとなりました。
①現状分析、②ビジョンの作成、③計画の作成、④進捗
確認のプロセスを経ることが推奨されました。

〒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/

■ 川路

理幸

ロータリー財団部門の研修報告
財団部門の部門長は押川パストガバ
ナー、副部門長は東ロータリーの有村さん
がされております。押川部門長からは、自
発的な寄付ができる働きかけをしていくこ
と、寄付ゼロクラブがなくなること、地区の目標金額を
達成することを強調しておられました。
各委員会からはそれぞれの活動内容や目標などを発表と
いうかたちでした。
「ロータリー財団の優先目標について」
①永久にポリオを撲滅する
②ロ ータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、
寄付を向上させる。
③財団補助金と 7 つの重点分野を通じて、ロータリーの
人道的奉仕の質と影響を高める。
④ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこと」をし
てきた 100 年の歴史に特に注目し財団によるこれまで
の実績に対するイメージと認識を高める。
「ロータリー財団の寄付を資金として使うプログラムについて」
①地区補助金、②グローバル補助金、③ポリオプラス、
④ロータリー平和センターの 4 つになります。
①地区補助金については地区に一括して授与される補助
金でわがクラブも医療用の空気清浄機を申請し、48 万
円請けることになっているようです。
②グローバル補助金は 2 か国以上のクラブや地区が申請
をするもので、姉妹盟約を結んでいるクラブなどと共
同で進めるものとなり、世界的で規模の大きいものに
なります。
③ポリオはたびたび出てきてご存じと思いますが、撲滅
運動への支援になります。
④ロータリー平和センターは新しくできたもので紛争解
決と平和に関する国際問題について研究するための奨
学金制度のことです。
会員のみなさまにロータリー財団の活動や事業内容を
知っていただき、用途など理解していただくことが大事
だと感じました。

■栫

声明に触れられ、ロータリアンの奉仕する心を磨き成長
させ、ダイナミックに奉仕活動を実行し、そして人に喜
んでもらい、自分の人生も豊かにし、更に奉仕する心を
高めていきましょうという事ではないかと冒頭にお話し
をいただきました。
【インターアクト委員会 安川委員長】12 歳から 18 歳ま
での若者たちがボランティア活動・地区内外・海外のイ
ンターアクトとの交流を通じて視野を広げ、他人に対す
る思いやり、リーダーシップ、国際感覚をみにつけてい
ただける活動を行う。
【ローターアクト委員会 吉留委員長】各地区のローター
アクト会員数の減少を危惧され、年齢の上限撤廃を受け
て若者が創意工夫を出来る場の提供に力を入れていくと
の方針に加え、2019 年規程審議会において、国際ロータ
リーの組織規程を改正し、ローターアクトクラブは国際
ロータリーの加盟クラブに含まれることになった事に触
れられました。
【青少年交換委員会 榎木委員長】現在 2730 地区におい
ては残念ながら再開の見込みが立っておらず、再開時に
即活動できるよう全力を尽くす。
ライラ委員会は鈴木委員長より、青少年委員会同様で
コロナの影響もあり、可能な限り全力を尽くすとのお話
しでした。
全ての委員会が基本的にはコロナによって昨年実施出
来なかった事の実現を目指すとの言葉が多く聞かれまし
た。また、今期も開催が難しい部分が特にインターアク
ト委員会からあがっており、工夫が求められていると感
じた次第です。

浩多郎

●石塚 俊雄君／日常において表彰など、とんと縁のない自分
です。例会での連続出席表彰だけが唯一の栄光と心から感謝し
ております。
●川路 理幸君／連続出席表彰ありがとうございます。これか
らもがんばっていきたいと思います。

この度は地区研修・協議会に参加させて
いただき有難うございました。奉仕プロ
ジェクト部門につきましてご報告いたしま
す。田中部門長より全体像の発表がござい
ました。ロータリーのビジョン声明と戦略
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５月 日
（月）

本日の曲目：ユーモレスク・カノン

第２０ １回例会記録

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）
、３）の詳細については、各テーブルに案内を配布
しております。
２）第 2730 地区指導者育成セミナー開催について
日時：６月６日 ( 日）13：30 ～ 14：45
開催方法：Youtube ライブ配信 登録料無料
 視聴されたい方は、５月 28 日（金）までに事務局まで
お申し出ください。
３）日本のロータリー 100 周年を祝い会
記念式典・祝賀会 オンライン視聴のご案内
日時：５月 25 日（火） 13：00 ～ 16：30 Youtube 配信
視聴登録不要です。
４）年次計画書・報告書の原稿の締切は本日までとなってお
ります。今年度次年度各委員長の方でまだご提出いただ
いていない方は、よろしくお願いいたします。
５）明 日 25 日東南 RC の記帳受付はなくなりました。市内
RC の例会は変更となっていることもありますので、お
でかけの際は各クラブ事務局へご確認いただきますよう

5月24日のスマイル 小計 8,000円 2020〜2021年度 累計 589,718円

24

お願いいたします。
６）本日開催予定でした年輪会、新入会員との懇談会は中止
となりました。
７）次週 ５/31（月） 例会プログラム
・会員卓話＝「ベトナム人技能実習生、我が社の取り組み」
吉田 健朗君
・学習会・ラウンドテーブル→中止
出席報告：出席委員会 連続出席表彰＝
石塚 俊雄君（14 年）、川路 理幸君（５年）
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：クラブ協議会
地区研修・協議会報告
2021-2022 年度 幹事：下村 哲也君、
R 財団委員長：川路 理幸君
青少年奉仕委員長：栫 浩多郎君

次回例会 令和３年 6 月 7 日（月）

会話卓話＝「新入会員自己紹介」
出席率
第2011回例会
前々回（5月10日）の補正

会員数
55名
55名

出席数
32名
40名

出席報告
80.00%
76.92%

演奏：入来慶子

