愛をもって行動し、実践しよう！
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第2039回例会

2021〜2022年度 国際ロータリー会長

シェカール・メータ

●会 長 橋元 隆 ●副会長 田中 和俊 ●幹 事 下村 哲也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

４月

国際奉仕フォーラム
橋元

隆

２週間振りの例会です。皆さんいかがお
過ごしでしたか。
先日、３月 24 日に親睦委員長である小笹
さんの送別会を、ふぁみり庵はいから亭で
行いました。コロナ禍の中、15 名の方の出
席をいただき開催致しました。３年間、鹿
児島中央 RC の仲間として、色々な思い出
を刻まれたことだと思います。特に今年度
は半年間、親睦委員長として頑張っていただきました。12
月のクリスマス家族忘年会では名司会者として活躍されま
した。
転勤先は、明治安田生命の関連会社である研究所で、専
務のポストだということです。３年ぐらいで本社に戻って
重役に繋がる栄転だと聞いております。鹿児島支社長とし
て来られた方は、その後の転勤で出世される方が多いよう
でうれしく思っています。寂しくなりましたが、今後の小
笹さんのますますのご健勝をお祈りしたいと思います。
送別会の話しの中で「小笹」という名字の読み方が最初
は分からなかったと言われる方が数名おられました。
「小笹」

PETS報告
2022-2023 年度 国際ロータリー第 2730 地区
会長エレクト研修セミナー報告
会長エレクト

田中

和俊

先週の土曜日、城山ホテル鹿児島で開催さ
れた、第 2730 地区 2022-2023 年度山ノ内文治
ガバナー年度の会長エレクト研修セミナーに
参加してきましたので、ご報告いたします。
次年度の RI 会長は、初の女性会長となる
カナダオンタリオ州ウインザー・ローズラン
ド・ロータリークラブのジェニファー・ジョーンズさんです。
山ノ内ガバナーエレクトからの国際協議会報告によると、
ジェニファー・ジョーンズさんは、会員の積極的な参加を
促すために、
ロータリーには「適応と改革」が必要だと述べ、
例としてご自分の住む町について語りました。ウインザー
市はかつて、カナダの自動車産業の中心地でしたが、工場
の閉鎖により数千人が職を失い、市は改革を迫られました。
自動車工場が新しい部品やモデルを開発するのと同じよう
に、同市は改革を実施。その結果、現在は農業関連事業と、
医療や宇宙航空の技術をリードする都市となりました。ロー
タリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の参加を促す
ための適切な「部品」をみつけること、つまり大切なのは
会員にとっての快適さと会員への配慮です。積極的な参加
こそが会員の維持にとって重要であり、会員がロータリー
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

母子の健康月間

前回例会出席率

71.79%

さんの読み方はコザサでありオザサではありません。本人
曰く、関東はコザサで関西ではオザサという読み方が多い
とのことです。でも彼は長崎出身だそうです。
日本の名字は、同じ漢字でも様々な読み方があります。
例えば「金城」という名字にしても、キンジョウ、カネシロ、
カナシロ、カナギ、カネギ、キンショウ、キンキと 20 種類
も読み方があるようです。本人にとっては、自分の名前は
間違ってほしくないでしょうから読み方には気を付けてい
きたいと思いました。因みに「橋元」という漢字「元」を
使う方は鹿児島だけで、他県におられる方も元々の先祖は
鹿児島だと聞いております。そこで読み方はともかく、全
国名字ランキングを調べてみると、１位 佐藤、２位 鈴木、
３位 高橋、４位 田中、５位 伊藤 でした。「橋本」は
24 位でしたが「橋元」は 2934 位でした。興味のある方は、
自分の名字が全国で何位なのか調べてみるのも良いかと思
います。
さて本日は、次年度会長の「PETS 報告」です。私の雑
話よりずっと中身のある話ですので、真剣に聞きたいと思
います。田中さんよろしくお願いします。
これで会長の時間を終わります。

に何を期待するかを尋ねた上で、果たしがいのある責任を
会員に与えることが必要だと述べました。ロータリーでの
参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯に
わたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します。想像
してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たち
は毎朝目覚めるとき、その変化をもたらせると知っていま
す。2023 年までに女性会員を 30％にするという RI 理事会の
目標達成のタイムリミットが迫ってることにも触れ、110 か
国以上で既にこの目標が達成されてはいるものの、世界全体
での達成には程遠いとのことです。ジョーンズさんは、イマ
ジンインパクトツアーと称する世界各地の活動を訪問する計
画を立てており、そのいくつかの訪問では、世界的なジャー
ナリストに同行してもらい、ロータリーのストーリーを伝え
てもらいます。
先週配布された「ロータリーの友」にもありましたように、
次年度のＲＩ会長のテーマは「イマジンロータリー」です。
イマジンとは英語で「想像する」という意味です。
「想像し
てください、私たちがベストを尽くせる世界を。」というの
がサブタイトルとなります。会員の積極的な参加を促すた
めにロータリーには「適応と改革」が必要とジョーンズ氏
は述べています。会員が積極的に参加し、やりがいのある
責任を会員に与えることが必要です。イマジンロータリー
のロゴをご覧いただいたと思います。真ん中の円は人のつ
ながりを表しており、周りの７つの点は人々を表していま
す。下の緑の太い線は「掘り出し棒」を意味し、力仕事を
するときに使うものを意味しています。井福ガバナーの解
説によると、ロータリー的には、真ん中の円は世界を意味

〒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/

し、周りの７つの点はロータリーの７つの重点分野を意味
し、下の緑の太い棒は大地または地球を表しています。
鹿児島ロータリークラブの山ノ内文治ガバナーエレクト
は、地区のスローガンを「知力を高め 未来に繋げ 多様
性あるロータリークラブの実現に」と定められました。多
様性については「多様性を尊重し、年齢、民族性、能力、
宗教、性別志向、性同一性などに捉われず、様々なバック
グラウンドの人々への貢献を称える。 」ＲＩ会長エレク
トの方針である多様性を認める社会の実現に向けて未来の
ロータリアンに夢を繋ぐという思いを込めて地区テーマと
したいうことです。

・米山記念奨学会への寄付の推進
・青少年育成の推進
・公共イメージ向上の推進
・地区創立７０周年記念大会
・クラブ奉仕部門の活動の推進
・ロータリー奉仕デーおよびＩＭの実施
・メルボルン国際大会への参加促進
ガバナー公式訪問の日程は、2022 年 10 月 24 日（月）です。
11：15 ～ 12：15 会長・会長エレクト、幹事 懇談会
12：30 ～ 13：30 例会
13：30 ～ 13：50 写真撮影
13：50 ～ 14：40 クラブフォーラム
【地区活動計画】
全会員の出席となります。
・ＲＩ会長テーマ「イマジンロータリー」の推進
クラブフォーラムについて（２名の報告）
・ＤＥＩ委員会の設置
・クラブの奉仕への取り組み状況と意識について
※Ｄ（ダイバーシティ・多様性）Ｅ（エクイティ・公平、 ・クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について
男女平等、男女共同参画）Ｉ（インクルージョン・包摂、 ※入会３年未満の会員は義務出席となります。
誰も排除されずに全員が社会参加する機会をもつこと）
市内グループのガバナー補佐は、Ａグループ上野欣一さ
・会員基盤の強化とクラブの拡大
ん（鹿児島東）とＢグループ宮内秀人さん（鹿児島北）です。
・ロータリー財団への寄付推進
※鹿児島中央クラブはＢグループです。
・ポリオ根絶への寄付の推進

●宇都

和治君／連続出席表彰有難うございます。感謝です。
一日も早くプーチンが失脚するのを祈るのみです。
●小笹会員送別会（会長、幹事、ほか有志一同）／３月 24 日、
有志にて開催されました小笹会員送別会の会費残金をスマイル
致します。

●椨 茂吉君／連続出席有難うございます。ロータリーは出席
が基本です。と入会の時云われまして、今でもそれが気になっ
て居ります。現在私は薩摩川内市に住んで居りまして月曜日は
早朝から大変です。今後もがんばりますので、よろしく。

３月28日のスマイル 小計 8,600円 2021〜2022年度 累計 412,407円

第２０３

ロータリーソング「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食 事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 橋元 隆 君
会務報告：幹事 下村 哲也君
１）本日の配布 ①週報 ②抜粋の綴り ③ RYLA チラシ
④新入会員名簿用シール
２）３/16 に福島・宮城で発生した震度６強の地震による会津
若松西 RC の状況
福島県内の中では揺れが大きい方ではなかったため、会員の
8
皆様に被害はなかったとのことです。
３）地区大会のご案内（3/18Fax 済み）
日時：令和 4 年 5 月 21 日（土）～ 5 月 22 日（日）
於：都城市総合文化ホール
5 月 20 日（金）記念ゴルフ大会
於：リージェント宮崎カントリークラブ
出欠回答が未だの方は、事務局までご回答をお願いいたしま
す。
28
４）RYLA 参加者募集のご案内
日時：令和 4 年 5 月 28 日（土） 於：サンロイヤルホテル
参加資格：地区内各クラブから推薦された、一般青年男女（20
～ 35 才）及びローターアクター奨学生・他ロータリーファミリー
の方。ロータリーアンの同行も大歓迎 "
参加人数：研修生は 20 名～ 25 名程度（先着順）
参加費：研修生 無料、ロータリーアン 3,000 円（ZOOM の
み参加も含む）
参加希望の方は、
事務局までご連絡ください。締切 4 月 25 日
（月）
５）日台親善会議福岡大会のご案内
2022 年 5 月 6 日（日）16：00 於：ホテルニューオータニ博多

回例会記録
３月 日
（月）

本日の曲目：ノクターン 20 番、献呈

参加費：（リアル参加）22,000 円
（オンライン参加）1 口 /10,000 円
1 口につき 10 名迄参加可
参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。（締切４月 11
日（月））
６）ガバナー事務所よりウィルス対策強化のお願い
先日より、ロータリークラブ会員になりすまし、多方面にメー
ルが送られているようです。
不審なメールは開かないよう、またウイルス対策ソフトは常
に最新バージョンに更新し、ウイルス対策を万全にしてくださ
いますようお願いいたします。
７）次週 4/4（月）例会プログラム
国際奉仕フォーラム
次週定例理事会開催 例会終了後 社交室にて
出席報告：出席委員会
連続出席表彰 ⇒ 椨 茂吉君（26 年）・
  宇都 和治君（13 年）・本坊 修君（3 年）
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：「PETS 報告」
会長エレクト 田中 和俊君

次回例会 令和４年４月 11 日（月）

ゲスト卓話「桜島大根の底力」
鹿児島大学農学部 加冶屋 勝子 様
出席率
第2038回例会
前々回（3月７日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
28名
28名

出席報告
71.79%
72.09%

演奏：入来慶子

