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本 日 の
プログラム

前回例会出席率

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
　・迫田　美智代（さこだ　みちよ）様
　⇒医療法人　旺和会　みちよデンタルクリニック　理事長
　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） 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。

４）６/ ６（月）新旧合同理事会・次期委員長会議　
　　18：30 ～　於：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
　出席対象となっている、新旧理事、次年度委員長へは
FAX にてご案内をお送りしております。

　出欠回答締切　5/27( 金）
５）次週　5/30（月）　例会プログラム
　・ゲスト卓話＝「ミニリサイタル」　
　　　ピアノ：入来慶子（いりきけいこ）様、
　　　ヴァイオリン：菅野優貴（すがのゆうき）様
　・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（15 年）、川路　理幸君（６年）    
スマイルボックス：親睦委員会
クラブ協議会
地区研修・協議会報告
進行：会長エレクト　田中　和俊君

次回例会　令和４年６月６日（月）

クラブ協議会「地区大会報告」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2045回例会 53名 41名 82.00%
前々回（5月9日）の補正 53名 46名 90.22%
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●橋元　隆君、下村　哲也君／地区大会（都城）は我が
中央 RC は 15 名の参加でした。参加していただいた会
員の皆様、お疲れ様でした。又、ありがとうございました。
●海江田　順三郎君／ 21 日、都城で開催された地区大

会に、橋元会長の愛車に同乗させて頂きましたのでお礼
のスマイルさせて頂きます。
●川路　理幸君／連続出席表彰をいただきました。あり
がとうございます。これからも続けられるようにがん
ばっていきたいと思います。

5月23日のスマイル　小計 10,000円　2021〜2022年度　累計 544,407円

令和４年５月30日　第2046回例会

週報 No.

　皆さん、こんにちは。５月 20 日

～ 22 日まで地区大会に参加してま

いりました。初日の RI 会長代理ご

夫妻を囲んでの歓迎晩餐会に始ま

り、土曜日の第１本会議、橋下徹氏による基調

講演、会員交流大懇親会、日曜日の第２本会議、

フェアウェルパーティーまででした。参加した

感想、報告等は、幹事に指名された会員が詳し

くされますので、楽しみにしておいてください。

　我が中央 RC は 15 名の参加でした。参加して

いただいた会員の方々、本当にご苦労様でした。

RI 会長代理曰く、「最後の最後まで残るロータリ

アンが本当のロータリアンであり、超、超、超ロー

タリアンです」という言葉に少し救われ、3 日間

の疲れが吹っ飛んだような気持ちになれました。

　大会２日目の終盤で各種表彰がありました。

その中でロータリー賞の表彰がありました。今

年度もロータリー賞に挑戦しています。今年度

のロータリー賞は次年度の地区大会の表彰とな

ります。田中次年度会長が表彰されますように

残り１ヶ月と１週間、頑張らせていただきます。

　５月は、青少年奉仕月間であります。先週の

フォーラムの復習も兼ね、青少年奉仕の基本方

針について少々勉強いたしましたので、ご紹介

したいと思います。

　国際ロータリーの第５奉仕部門である青少年

奉仕は、ロータリーが若い世代を重視している

ことを表している。それは青少年が将来出現す

る課題を克服できるよう、私たちがロータリア

ンとして、青少年への奉仕、青少年の将来に対

する奉仕、さらに人類全体への奉仕を通じて様々

なツールを提供しようと努力することである。

１つの奉仕部門において、青少年に対するプロ

グラムやプロジェクトを組み合わせることで、

クラブや地区はより強いアプローチで、この価

値ある活動に関与することができる。

　青少年奉仕には以下が含まれる。

１ ，青少年の間での高い倫理基準及び倫理的な

意思決定を奨励する。

２ ，青少年ニーズや願望や関心を理解し、認識

する。

３ ，青少年に機会を提供する。

４ ，国際ロータリーが提供する人道的、指導力

養成、教育関連のプログラムへの青少年の参

加を奨励する。

　以上が RI が考えている青少年奉仕の基本方針

であります。

　我が中央 RC はここ２、３年青少年奉仕活動

が出来ていない状態です。早速、鹿児島大学ア

カデミー RC の岩井会長とコンタクトをとり、

来月６月３日 12：30 より RAC の再結成に向け

ての具体的な話し合いをすることとなっていま

す。当クラブからも５名で参加するつもりです。

　このことが少しでも、青少年奉仕活動の足が

かりになればと思います。これで会長の時間を

終わります。

2019

本日の曲目：小さな空、翼をください、イマジン 演奏：入来慶子

【分科会】 

１．クラブ管理運営部門
　　　　　会長・幹事・SAA・親睦・出席
　　　　　プログラム・戦略計画・研修
２．会員増強部門
　　　　　拡大・会員増強・選考・ガバナー補佐 
３．広報・公共イメージ部門
　　　　　広報・公共イメージ・IT・情報雑誌

　　　　　ロータリーの友・ガバナー月信
４．奉仕プロジェクト部門　Ⅰ
　　　　　職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕
５．奉仕プロジェクト部門　Ⅱ
　　　　　青少年奉仕関連（IA・RA・ライラ）
　　　　　ロータリー学友・危機管理
６．ロータリー財団・米山記念
　　　　　ロータリー財団、米山奨学会関係

橋元　隆

82.00％
「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 青少年奉仕月間５月



クラブ協議会クラブ協議会

国際ロータリー第 2730 地区

2022 − 2023 年度のための地区研修・協議会　報告

会長エレクト　田中　和俊

　令和４年４月 24 日（日）に城山ホ
テル鹿児島エメラルドホールで開催
された、第 2730 地区 2022 − 2023 年

度山ノ内文治ガバナー年度の地区研修・協議会に
参加してきましたので、ご報告いたします。
　鹿児島ロータリークラブの平山義夫会長の歓迎
のあいさつで始まりました。平山会長は司会進行
も兼ねていて忙しそうでありました。山ノ内文治
ガバナーエレクトの開会点鐘、国家斉唱、ロータ
リーソング奉仕の理想斉唱、ガバナー挨拶とあり、
いよいよ山ノ内文治ガバナーエレクトからの次年
度ＲＩテーマ及び地区基本方針についての説明で
した。
　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。
そして次年度の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。
　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。

【基本方針】

２０２２- ２３年度地区スローガンを
「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」とします。

●多様性
〇 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ました。

【地区活動計画】

ＲＩ会長テーマ「イマジンロータリー」の推進

〇 「想像して下さい、私たちがベストを尽くせる
世界を」

　会員の積極的な参加を促すためにロータリーに
は「適用と改革」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。
ＤＥＩ委員会の設置

〇 ロータリーは様々な人が参加できる開放的な組
織。すべての人に公平で善意を築き、社会に役
立つ組織作りに努める。

　※ Ｄ（ダイバーシティ・多様性）Ｅ（エクイティ・
公平、男女平等、男女共同参画）Ｉ（インクルー
ジョン・包摂、誰も排除されずに全員が社会
参加する機会をもつこと）

〇 地区内にＤＥＩの委員会を設置し、ＤＥＩに詳
しい専門家を招き勉強会を行う。

会員基盤の強化とクラブの拡大

〇 ロータリーの原点である「親睦」「職業互恵」で
仲間を支援しクラブを強化する。

〇 新クラブを設立する（パスポートクラブ・衛星
クラブ・その他の新クラブ）

○ 女性会員の入会促進、比率アップをはかる
ロータリー財団への寄付推進

〇 補助金を活用して大きなインパクトをもたらす
奉仕プロジェクトを実施するため、寄付・募金
活動を推進する。

　年次基金への寄付 150 ＄米貨／１人
ポリオ根絶への寄付の推進

〇 世界に約束したポリオ根絶を達成するために寄
付・募金活動を推進する。

　ポリオ根絶への寄付 ３０＄米貨／１人
　米山記念奨学会への寄付の推進
〇 日本と世界の架け橋となりロータリーの理想と

する国際平和の創造と維持に貢献する若い人を
育てる

米山記念奨学会へ寄付を推進

　普通寄付 ５０００円／１人

　特別寄付 １００００円／１人
○ 奨学生の本来の目的が達成できるように支援す

る。
青少年育成の推進

〇 次世代を担う有能な指導者を育成する
〇 ＩＡＣ、ＲＡＣの会員基盤の強化・拡大を支援し、

ロータリーとの関係を強化する。
〇 ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹ

ＬＡ）を実施する。
○ 地区の委員会への配属を促し若い人の意見を反

映させる。
公共イメージ向上の推進

〇 会員基盤の強化と向上に資するためにＴＶ局、
ＳＮＳ、地元紙、ホームページ等で活動情報を
発信する。

○ 特に本年度はロータリーと活動のテーマをＴＶ
で発信しイメージアップをはかる。

　クラブ奉仕部門の活動の推進
〇 地区クラブ奉仕部門とクラブの連携を強化する
〇 クラブの抱えている問題の解決に向けて地区

チームで支援する。
○ ウィズコロナ、アフターコロナに備えて例会及

び行事について開催のルールを明確にする。
ロータリー奉仕デーおよびＩＭの実施

〇 ロータリーの活動を世界に紹介するため、すべ
てのロータリアン・ローターアクター・インター
アクターが一般の人々の参加を促し、ロータリー
奉仕デーを開催する。

○ ＩＭはテーマに沿った単独もしくはグループで
実施する。

メルボルン国際大会への参加促進

〇  2023 年５月 27 日～ 31 日、メルボルン（オース
トラリア）で開催されるロータリー国際大会に
多くの会員が参加するよう推進する。

以下、各部門長の説明がありました。
　規定審議会報告

規定審議会代表議員　　　押川　弘巳
　クラブの運営について

次期地区研修リーダー　　野中　玄雄
　危機管理について

次期危機管理委員長　　　野中　玄雄
　地区戦略計画について

　次期地区戦略計画委員長　山下　皓三
　ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会について

次期ＲＬＩ委員長　　　　山下　皓三

講話「ロータリー平和センターについて」

　国際ロータリー平和センター広報アンバサダー

　西日本地区担当　　　　　　　　　大島　浩輔

地区 70 周年について
地区 70 周年実行委員会委員長　　田村　智英

次年度各部門基本方針発表
　＊会員増強部門

次期会員増強部門長　　　　　川原　篤雄
　＊奉仕プロジェクト部門

次期奉仕プロジェクト門長　　田中　俊實
　＊クラブ管理運営部門

　次期クラブ管理運営委員長　　中熊　良定
　＊ロータリー財団部門

　次期ロータリー財団部門長　　押川　弘已
　＊米山記念奨学会部門

次期米山記念奨学会部門長　　長嶺　貴臣
　＊広報・公共イメージ部門

次期広報・公共イメージ部門長　　田村香代子
ロータリー学友について

次期ロータリー学友委員長　　　 岩澤　浩二
ロータリーの友について

次期ロータリーの友地区代表委員　尾形　　栄
ガバナー月信について

次期ガバナー月信副委員長　　　　笹山　雄司
本年度地区決算見込説明

地区財務委員長　　　　　　　　　吉田　　努
次期地区予算説明及び承認について

次期地区財務委員長　　　　　　　有薗　純一
次期地区組織について

次期地区幹事　　　　　　　　　　水淵　大作
公式訪問の日程と要項について

次期筆頭副幹事　　　　　　　　　吉留　康貴
※ 当クラブのガバナー公式訪問の日程は、2022 年

10 月 24 日（月）です。

地区大会案内
地区大会実行委員長　　　春田　　滋

ガバナーノミニー紹介・挨拶
ガバナーノミニー　　　　池ノ上　克

ガバナーノミニー・デジグネート紹介・挨拶
ガバナーノミニー・デジグネート　
講評

次期地区研修リーダー　　風呂井　敬
閉会・点鐘

ガバナーエレクト　　　　山ノ内文治


