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前回例会出席率

令和３年７月12日　第2018回例会

週報 No.

ゲスト卓話＝「コロナの今〜（自粛＋ワクチン）×感染症対策〜」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市保健所元参事　吉住　嘉代子 様 81.82%

会長・幹事就任の挨拶

■ 会長挨拶　橋元　隆
　この度、第 45 代鹿児島中央ロータリー
クラブの会長を拝命します橋元でござい
ます。2002 年 6 月 24 日に入会してから
19 年が経ちます。 泊会長年度に第 31 代  
幹事を務めて以来、微力ではありますが
理事役員としてロータリー活動に協力をして参りまし
た。 そしてこの一年間は伝統ある鹿児島中央ロータリー
クラブの会長として、下村幹事と共に二人三脚で  精一
杯頑張っていきたいと思います。
　さて、本年度 RI テーマは『奉仕しよう。みんなの人
生を豊かにするために。』です。これは自分より他の人
のことを先に考えて奉仕し、誰かの人生を豊かにするこ
とで自分の人生も豊かになるということです。
　RI 会長のお言葉にも『私達には奉仕し、みんなの人
生を豊かにするパワーと魔法があります。奉仕し、みん
なの人生を豊かにしていこうではありませんか！』と示
されております。
　井福博文 2730 地区ガバナーは地区スローガンを『ロー
タリーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動しよう。』
とされました。ここでの“行動”とはロータリー活動の
すべてを指しています。
　この 2 つのテーマを踏まえ鹿児島中央ロータリークラ
ブの本年度のテーマを『愛をもって行動し、実践しよ
う！』にしたいと思います。
　我が、鹿児島中央ロータリークラブの具体的重点項目
としては以下の 6 点です。
1. 会員増強は純増 2 名以上とする
2. 会津若松西 RC 盟約 25 周年式典の開催
3. RAC の復活
4. ロータリー奉仕デーの参加協力
5.  補助金事業として医療施設又は福祉施設に業務用空気

清浄機等を寄贈する。
6. ロータリー賞に挑戦する
　現在もコロナ変異株の流行により不安の日々が続いて
おりますが、鹿児島でもワクチン接種が進み、明るい未
来の兆しが少しずつ見えてきました。ですが、本年度は
未だコロナ共存との生活様式が必要とされてくるかと思

います。自粛と向き合い、このような状況下だからこそ、
新たな施策と共に一致団結してロータリー活動を実践し
ようではありませんか！    
　コロナ禍においても中央ロータリークラブが更なる繁
栄を遂げられる様、皆様のご指導ご協力の程、引き続き
宜しくお願い致します。

■ 幹事挨拶　下村　哲也
　本年度、45 代目クラブ幹事を拝命致し
ました下村です。
　私は平成 24 年（2012 年）7 月 2 日、こ
の鹿児島中央ロータリークラブに入会し、
本年度は 10 年目となります。
　入会したときは、右も左もよく分からない状態だった
ことを覚えています。
　その後、誠に申し訳ないことながら、業務多忙等によ
り出席率もあまり良くないままロータリアン生活を過ご
しておりましたが、そのような中でも会員の皆様に優し
くお声がけをいただき、また、仕事や仲間の輪も広がっ
ていきました。今では、ロータリークラブに入らせてい
ただいたことにとても感謝しております。
　橋元年度でございますが、橋元会長は、「愛をもって
行動し、実践しよう !」をクラブテーマに、その中でも
重点項目として、6 つの目標を掲げました。
　私は幹事として、上記目標達成のため、微力ながら全
力を尽くしたいと思います。
　また、前年度の加島会長・高岡幹事が作り上げました
ZOOM を利用したオンライン参加について、今年度も
継続して取り組んでいきたいと思います。
　本年度、特に上期は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、ロータリークラブの各行事が延期・中止にな
る可能性があります。
　会員の皆様には、直前の予定変更等により、多大なご
迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、なるべ
くそのようなことのないよう、円滑なクラブ運営に努め
たいと存じます。
　クラブ会員の皆様には、今後とも引き続き、ご指導ご
鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
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ロータリーソング：：「奉仕の理想」　
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
バッジ交代式：会長　加島　繁君　⇒　橋元　隆君
　　　　　　　幹事　高岡　和也君　⇒　下村　哲也君
会長の時間：卓話にて挨拶するため省略
委嘱状伝達式：海江田　順三郎君、宇都　和治君、前迫　実君
誕生日お祝い：畑野　昌作君（1 日）、岩下　克己君 (19 日）、
　　　　　　　椨　茂吉君（23 日）　
結婚記念お祝い：下　隆治君 (21 日）、畑野　昌作君（７日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　①週報（No.1989，No.1990）
　　　　　　　　②週報綴り　③月信
　　　　　　　　②は退出時にお持ち帰りください。
２）週報の修正　週報 No.1989　本日のプログラム　
　　　　　　　　ゲスト卓話→会員卓話
３）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞
４）7/11（日）RCC 例会　指名出席者→中間・吉田　各会員
５）次週　7/12（月）例会プログラム

　　ゲスト卓話＝鹿児島市保健所元参事　吉住　嘉代子様
　　「コロナの今　～ ( 自粛 + ワクチン）×感染症対策～」　
出席報告：出席委員会　ホームクラブ出席 100％表彰
　　　　　→宇都　和治君、加島　繁君、川路　理幸君、
　　　　　　高岡　和也君、橋元　隆君、吉田　健朗君
スマイルボックス：親睦委員会　
卓話：会長　橋元　隆君
　　　幹事　下村　哲也君
　　　「会長・幹事就任の挨拶」

次回例会　令和３年7月19日（月）
会員卓話＝「世界自然遺産　奄美の魅力」
鹿児島大学特任教授　奥山　正樹　様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2017回例会 53名 36名 81.82%
前々回（6月21日）の補正 55名 39名 79.60%
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●橋元　隆会長、下村　哲也幹事／一年間、よろしくお願い
致します。又、橋元ですが、連続出席表彰ありがとうござい
ます。
●海江田　順三郎君／加島会長、高岡幹事年度のご苦労に感
謝し橋元会長、下村幹事年度のご活躍を期待いたします。
●椨　茂吉君／誕生日祝い有難うございます。満 85 才にな
りました。昨日ゴルフに行きましたら暑さに負けそうでし
た。やっと18ホール廻れて後に水風呂に入ったら最高でした。
夏のゴルフは夏休みしようと思う事でした。
●丸元　貞夫君／橋元・下村号の晴れの出港を御祝申し上げ
ます。向こう一年間の無事の航海をお祈り致します。頑張っ
て下さい。
●石塚　俊雄君／ 44 才で幹事を勤め、酸いも甘いも噛み分
けた橋元新会長と奇しくも 45 才の気鋭の下村新幹事との名
コンビ。御二人の門出を祝い、そして期待しております。ワ
クチン接種で中座します。悪しからず！
●川畑　英樹君／橋元、下村丸の出航をお祝い致します。コ
ロナ禍の航海で大変でしょうが、1 年間頑張ってください。
●池畠　泰光君／橋元隆船長・下村哲也クルーの晴れの出港
を心よりおよろこび申し上げます。実は私の長男が昨日、お
日柄も良い中、城山ホテルで結納式を収めることが出来まし
たのでスマイルして御報告致します。橋元丸と同じくどの様
な荒波も乗り越えて進んで欲しいなぁ～と祈願します。
●竹添　寛君／橋元・下村年度のスタートに心からお祝申し
上げます。本日は新しい船出にふさわしい快晴ですので最後

まで平穏で素晴らしい航海が出来る事祈念しましてスマイル
します。
●宇都　和治君／橋元会長、下村幹事丸の出航を心からお祝
い申し上げます。2730 地区 No1 のクラブを目指し勇躍前進
スタートして下さい。又クラブ 100％出席の表彰有難うござ
います。
●坂元　直人君／橋元・下村年度の門出をお祝いさせて頂き
ます。本年度が昨年度よりもコロナ禍が落ち着き、平常に近
いクラブ運営が出来ることを期待したいと思います。お二方、
1 年間頑張って下さい。
●吉田　健郎君／コロナに助けられながらホーム 100％表彰
いただきましたありがとうございます。今後も頑張ります。
●小福田　博君／ 6 月 24 日の定期総会におきまして、南九
州税理士会鹿児島支部、支部長をあと１期 2 年間務めること
になりました。極力欠席しないよう頑張りますので、よろし
くお願いいたします。ちなみにワクチン接種、2 回完了いた
しました !!
●川路　理幸君／連続出席表彰ありがとうございます。これ
からもがんばります！
●加島　繁君／会長年度も私なりには無事終わりました。本
日連続出席表彰をいただき、西武ライオンズのたいら選手の
連続無失点を進めます。ありがとうございました。
●下　隆治君／結婚祝い、ありがとうございます。すっかり
忘れいました。子供二人とも関東に就職し、家内と二人のん
びり、これといった会話も無く過ごしています。今、数えれ
ばちょうど 30 年でした。

7月5日のスマイル　小計 48,000円　2021〜2022年度　累計 48,000円

定例理事会議事録
議　　　題
1） 7・8 月例会プログラム及び行

事予定（添付資料）→承認
2） 会計報告
① ６月度試算表について（別紙明

細）→承認
②稲留会員請求書について
　 RI 人頭分担金　35 ドル（７月

RI 為替レート：111 円）
　請求額　35 × 111 ＝ 3,885 円 ……………………………… 承認
3）春山慶次郎会員退会について（添付資料）……………… 承認
4）情報集会日程・テーマについて
　→新型コロナウイルス感染症に鑑みて上期は中止する。
5）納涼家族会について
　日時：8 月 28 日（土）　18：30 ～

　場所：グランセレッソ鹿児島きずな
　参加者： 会員及びその配偶者に限定。
　会費：5,000 円 /1 名、景品なし
6）連続出席表彰金について
　（例）10，20，25，30，35，40，45
　→ 表彰金の増額ではなく、花輪、ネームプレート等による顕

彰等を、執行部にて検討する。
7）2021-22 年度　年輪会開催について
　→ 新型コロナウイルス感染症に鑑み、上期は行わず、下期に

状況を見て開催する。
8）会員証について
　→希望者のみに配布することとする。
　　 毎年行われる名簿内容確認の際に、会員証配布の希望を確

認する。
9）その他
①次回理事会について
　2021 年 7 月 26 日（月）　　　例会終了後　　於：社交室

会議名
場　所

定例理事会
社交室（例会場）

日　時 2021年 7月5日（水）
例会後

出席者 橋元　隆・下村哲也
田中和俊・松元まや
高岡和也・小福田博
宮脇謙舟・吉田健朗
坂元直人・栫浩多郎
丸山健太郎
竹添　寛・加島　繁


