愛をもって行動し、実践しよう！

令和４年５月23日

週報 No. 2018

第2045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）
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す。とても恐ろしいことだと思います。昨日はプラスチッ

奉仕デーに参加いたしました。５月 14 日

クごみを中心に、各々がごみ袋を手に、海岸をまるで宝
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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
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この度は青少年フォーラムという機会を

鹿児島中央ロータリーのローターアクトへの取り組み

いただき誠にありがとうございます。今回

はここ数年会員減少に伴い休会状態であり、今年度も復

は「ローターアクトクラブ」につきまして、 活には至りませんでした。橋元会長のご支援もあり、鹿
皆様にお知恵をお借りする場に出来ればと

児島大学アカデミー様より鹿児島大学内のボランティア
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を軸としたサークルをご紹介いただく流れが 6 月より動

ローターアクトクラブは皆様ご承知の通り、ロータ

き出す予定です。来期こそは鹿児島中央ローターアクト

リークラブが親会となって、若者の「社会奉仕活動」と「国

クラブ復活となるよう、青少年への奉仕によって健全な
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田先生と今年の高校生交流に就いて話しをしてきました。
●宇都 和治君／ 14 日の稲盛会館での塩田知事がパネリストとして出
席したインターシティーミーティング IM、15 日のロータリー奉仕デー
海岸美化プロジェクト吹上浜美化清掃。どちらも橋元会長はじめ沢山の
ロータリアンのご参加頂き有難うございました。この模様は鹿児島中央
RC 連絡用ラインで見れます。
●坂元 直人君／誕生日祝ありがとうございます。50 歳になりました。

●江夏 正浩君／約４年半ぶりにお邪魔します。よろしくお願いします。
●海江田 順三郎君／昨日は老骨に鞭打って、吹上浜の環境浄化奉仕作
業に参加いたしました。現場への往復に橋元会長の愛車に便乗させて頂
き感謝いたしましたのでスマイルさせて頂きます。
●本坊 修君／今日は那覇西Ⓡから江夏さんが来られました。交流委員
長をされているので一緒に樟南高校に行き中尾副校長と高校生交流の前
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５月 日
（月）

本日の曲目：愛のテーマ、浜辺の歌、野ばら

第２０４ 回例会記録

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
食事：「米山ランチ」・「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ロータリーの友
③新入会員候補者用紙
２）配布しております新入会員候補者
・植田 博志（うえだ ひろし）様 【小笹会員 後任】
⇒明治安田生命保険相互会社 鹿児島支社 支社長
・濱上 友美（はまうえ ともみ）様
⇒㈱新輝開発工業 取締役
入会について異議のある方は、本日から 7 日間の内に幹事
までお申し出下さい。
お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手続
きに入りますので、ご了承下さい。
３）5 月 20 日～ 5 月 22 日地区大会 於：都城市総合文化ホール
参加者：海江田、宇都、橋元、下村、前迫、田中、松元、
椨、池畠、宮脇、中間、吉田、川路、栫、
岩下会員、事務局 計16名
バスに乗車される方は、、5 月 21 日（土）8：20 に鹿児島
中央駅西口ガラスの切子塔前へお集まりください。

5月16日のスマイル 小計 13,000円 2021〜2022年度 累計 534,407円
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参加者へは、本日最終のご案内をお渡ししておりますので、
お受け取りください。
４）5 月 30 日
（月）
に予定しておりました学習会・ラウンドテー
ブルは中止とさせていただきます。
５）ＲＣＣ例会 5/22（日）11：00 ～
天文館松山通り リンクビル 9 階
指名出席者：椨、小福田 各会員
６）次週 5/23（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
３分間情報：友の見どころ = 広報雑誌 IT 委員会
青少年奉仕フォーラム
青少年委員会委員長 栫 浩多郎君

次回例会 令和４年５月 30 日（月）

「ミニリサイタル」

ピアノ：入来 慶子 様 ヴァイオリン：菅野 優貴 様
出席率
第2044回例会
前々回（4月25日）の補正

会員数
53名
53名

出席数
45名
46名

出席報告
88.24%
92.00%

演奏：入来慶子

