ロータリーを楽しもう !
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第2052回例会

2022〜2023年度 国際ロータリー会長

ジェニファー・ジョーンズ

●会 長 田中 和俊 ●副会長 高岡 和也 ●幹 事 松元 まや ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

第２０５１回例会記録
７月４日
（月）

ロータリーソング： 「奉仕の理想」
職業宣言唱和： １・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
バッジ交代式：会長 橋元 隆君 ⇒ 田中 和俊君
幹事 下村 哲也君 ⇒ 松元 まや君
会長の時間：会長 田中 和俊
地区役員委嘱状伝達式：
諮問委員会委員、地区 70 周年実行委員会委員
⇒海江田 順三郎 君
表彰選考委員会委員、拡大委員会委員 ⇒宇都 和治 君
会員増強委員会委員 ⇒ 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：畑野 昌作君（７日）、下 隆治君（21 日）
会務報告：幹事 松元 まや君
１）本日の配布 ①週報（No. 2024，No. 2025）
②週報綴り ③月信
２）今年度から、例会に Zoom で参加される方は事前に事務
局へご連絡ください。

３）7/10（日）RCC 例会 指名出席者→吉田・下 各会員
４）本日、定例理事会開催 例会終了後 於：社交室
５）次週 7/11（月）例会プログラム
会員卓話 「新入会員自己紹介」
植田 博志（うえだ ひろし）君・
濵上 友美（はまうえ ともみ）君
友の見どころ＝広報雑誌 IT 委員会
出席報告：出席委員会
ホームクラブ出席 100％表彰
→橋元 隆君、田中 和俊君、下村 哲也君
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話 「会長・幹事就任の挨拶」
会長 田中 和俊君、 幹事 松元 まや君

次回例会 令和４年７月 25 日（月）

ゲスト卓話 南国ホテルズ代表取締役社長
新鹿児島グルメ都市企画理事長 伊牟田 均様
出席率
第2051回例会
前々回（6月20日）の補正

会員数
53名
54名

出席数
41名
42名

出席報告
82.00%
84.00%

会長

演奏：入来慶子

未来に繋げ

多様性あるロータリーク

ラブの実現に」です。山ノ内文治ガバナーは、「多
様性を尊重し、年齢、民族性、能力、宗教、性別志向、

田中

和俊

性同一性などに捉われず、様々なバックグランド

イマジンロータリー！。本日から、 の人々への貢献を称える。ＲＩ会長の方針である
歴史ある鹿児島中央ロータリークラブ

多様性を認める社会の実現に向けて未来のロータ

の第 46 代会長を拝命いたしました。 リアンに夢を繋ぐという思いを込めて地区テーマ
2009 年３月２日に入会させていただ

としました。」とお話されました。

いて以来、13 年間もの間、2011 年岩

クラブテーマは「ロータリーを楽しもう」にさ

切年度の幹事やＳＡＡなど理事・役員を経験させ

せていただきました。これは私が入会した重久善

ていただいておりましたが、昨年度の副会長、今

一会長年度のテーマと同じテーマであります。そ

年度会長と大役を仰せつかり、身に余る光栄と果

の理由としては、会長をお引き受けするにあたり

たして自分で務まるのかとの自問自答の毎日でご

自分自身が初心に帰ろうと思ったこと、ロータリー

ざいます。

は会員となったからには、楽しまなければもった

さて、今年度の RI 会長は、初の女性会長となる

いないと思うからであります。もちろん重久会員

カナダオンタリオ州ウインザー・ローズランド・

にも許しを得ております。ロータリーを楽しむと

ロータリークラブのジェニファー・ジョーンズさ

言ってもいろいろな考え方、楽しみ方があると思

んです。そして国際ロータリーのテーマは、「イマ

いますが、やはりジェニファー・ジョーンズ会長

ジン

のおっしゃる「積極的に参加し、やりがいのある

ロータリー」です。ジェニファー・ジョー

ンズ会長は、大きな夢を抱き、行動を起こすこと

責任を会員に与える」ことが大切かと思います。

をロータリアンに求めています。「私たちにはみん

具体的には、まず初めに思い浮かぶのが親睦では

な、夢があります。しかし、その実現のために行

ないかと思います。親睦委員会が主幹となって開

動するかどうかを決めるのは私たちです。想像し

催する納涼家族会、忘年家族会、観桜会の３大イ

てください、私たちがベストを尽くせる世界を。 ベントはもちろんのこと、毎月のラウンドテーブ
私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をも

ル、情報集会等のお酒の入った催しもとても大切

たらせると知っています。」これがジェニファー・

なロータリー活動であります。これらに積極的に

ジョーンズ会長から全世界のロータリアンへの

参加していただきたい。次に、ロータリーを楽し

メッセージです。イマジンとは英語で「想像する」 む方法として、国際ロータリーや第 2730 地区、鹿
という意味です。またジョーンズ会長は「会員の

児島市内グループでの会議やイベントへの積極的

積極的な参加を促すためにロータリーには「適応

な参加であります。他のクラブにも優秀で多彩な

と改革」が必要であり、これからのロータリーク

会員がおられます。様々なロータリアンとの交流

ラブでは、会員が積極的に参加し、やりがいのあ

がさらにロータリー活動を楽しくしてくれます。

る責任を会員に与えることが必要です」と述べて

ホーム出席率が高い当クラブですが、時にはメー

います。

キャップをしてみても楽しいと思います。私も今

次に、国際ロータリー第 2730 地区テーマは、
「知
例会場 山形屋７Ｆ社交室

本日の曲目：イマジン・愛のテーマ・夏の思い出・夏は来ぬ

82.00%

力を高め

会長就任の挨拶
先日の会長幹事慰労会では大変お世話になりました。本
日、田中、松元丸の舟出を祈念してスマイル致します。
●宇都 和治君／田中会長、松元幹事の御就任おめでと
うございます。伝統ある中央 RC の発展の為、尽力して
●田中会長・松元幹事／本日より会長・幹事として二人
下さい。合わせて先般はガバナー補佐の慰労会も一緒に
で力を合わせてがんばっていきます。「ロータリーを楽
していただき感謝申し上げます。
しもう！」を合言葉に、とにかく楽しいクラブ運営を目
●坂元 直人君／橋元直前会長、下村直前幹事、１年間
指します。１年間どうぞよろしくお願い致します。
ご苦労様でした。今日から始まる田中・松元年度の門出
●田中 和俊君／ホームクラブ出席表彰ありがとうござ
を祝いましてスマイルさせて頂きます。コロナが落ち着
います。本年度もできるようがんばります。
き、少しでもコロナ前のロータリーに戻れることを祈り
●海江田 順三郎君／田中、松元年度のスタートを祝し、
たいと思います。
クラブの発展と、会員のご健勝を念じます。
●下村 哲也君／田中、松元年度の発足、心よりお祝い
●丸元 貞夫君／本日は、田中・松元号の晴れてのスター
申し上げます。また、連続出席表彰ありがとうございま
ト出港です。向こう一年間の無事の航海をお祈り致しま
した。今年度は SAA です。よろしくお願い申し上げます。
す。
●下 隆治君／結婚お祝いありがとうございます。すっ
●本坊 修君／新会長田中様、新幹事松元様これから一
かりあわててスマイルします。忘れていました。子ども
年間お世話になります。
も巣立ち、二人でがんばって生きていきます。
●本坊 修君／那覇西ロータリー 60 周年記念式典参加
●福山 泰広君／入会２年が経過しました。３年目もよ
有難うございました。特に福山会員ご苦労様でした。
ろしくお願いいたします。
●石塚 俊雄君／田中、松元丸の出航のドラが鳴ってい
7月4日のスマイル 小計 43,000円 2022〜2023年度 累計 43,000円
る。皆んな一緒だ！頑張りましょう。
●橋元 隆君／連続出席表彰ありがとうございます。又、

前回例会出席率

会員卓話「新入会員自己紹介」

例会日 毎週月曜日

事務局

年度はホーム出席率 100％の予定ですが、積極的に

〒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/

メーキャップをしてみるつもりです。そして他の

今まで目立たないように新人のような素振りで例

クラブの良いところを当クラブにも取り入れたい

会に出席して静かに座っておりました。しかし 10

と思います。そしてテーマは「ロータリーを楽し

年も経つとそれも通用しなくなります。田中会長

もう」ですが、私もこの１年は「会長を楽しもう」 からお声掛けいただいき、思い切って引き受ける
と思います。

ことにしました。また、今回幹事を引き受けられ

今年度は、クラブ創立 50 周年に向けて、以下の

たもう一つの理由は、子供が中学生になり、自分

５項目を重点課題として取り組んで参ります。ど

に少し余裕ができたこともあります。近年、女性

れをとってもとても基本的なことですが、クラブ

会員を増やそうという動きが活発になっています

の基盤強化には欠かせない５項目だと思います。

が、仕事と子育てに加えてロータリーの活動に参

①会員相互の親睦を深める

加するのはなかなか大変です。そんな中こうして

②会員増強

10 年間ロータリアンを続けられたのは、会員の皆

③出席率の向上

様の温かいサポートがあったこととロータリーの

④他クラブとの交流

活動に共感できたからだと思います。

⑤ローターアクトのサポート

田中会長が掲げる今年のテーマは「ロータリー

最後に、今年度のクラブ幹事を引きうけてくだ

を楽しもう」です。楽しいことしかしたくない私

さった松元まや会員には感謝しかありません。幹

にぴったりのテーマでとても気に入っています。

事の役割はとても大変ですが、どうぞよろしくお

入会間もない頃はわからないことだらけでしたが、

願い致します。そして鹿児島中央ロータリークラ

年々会員の皆さんとの交流も深まり、ロータリー

ブの会員の皆様、一年間どうぞよろしくお願い致

の活動に参加することが楽しくなってきているこ

します。

とを実感しております。難しいことはあまり言え
ませんが、この素晴らしい鹿児島中央ロータリー
の皆様と楽しい時間を共有できるよう、幹事とし

幹事就任の挨拶
幹事

てクラブの活動を活性化し、支えていければと思
います。まだコロナ禍ではありますが、今年度は

松元

まや

少しずつ行事が再開できることを期待しています。

今年度、田中和俊会長の下で幹事

勉強不足、経験不足ゆえにご迷惑をおかけする

を務めさせていただくことになりま

こともあるかと思いますが、一生懸命頑張ってい

した。

こうと思いますので皆様のお力添えとご指導をど

私自身、ロータリーに入会して 10
年目という節目の年でもあります。

うぞよろしくお願い致します。

定例理事会議事録

会議名 定例理事会
場 所 社交室
日 時 2022 年 7 月 4 日（月）
例会後
出席者 田中和俊・松元まや
高岡和也・栫浩多郎
下村哲也・川路理幸
吉田健朗・下 隆治
坂元直人・加島 繁
宮脇謙舟・竹添 寛
橋元 隆
欠席者

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…………… 承認
① 6 月度試算表について（別
紙明細）
３）地 区人頭分担金免除申請に
ついて（添付資料）
…………………… 承認
４）コロナ関連出席扱いについて…………………… 承認
７月まで延長。８月以降は様子を見て決定する。
５）小濱 愛斗会員退会について（添付資料）……… 承認
６）新入会員候補者について………………………… 承認
氏 名：鈴木 健（すずき たけし） Ｓ 40. 12. 30 生
勤務先：㈱宮崎銀行鹿児島営業部 執行役員鹿児島営業部長
推薦者：本坊 修 田中 和俊
７）情報集会日程・テーマについて………………… 承認
再開する。
3 回情報集会の日を決めて、そのうちのどれかに参加
してもらう。

８月１日（月）、８日（月）、22 日（月・兼ラウンドテー
ブル）
時間：18 時 30 分から
場所：ごはんのじかん ※８日のみクイーンズ城山（船）
テーマ：「ロータリーを楽しむにはどうしたら良いか」
会費４，０００円
８）納涼家族会について………………………………… 承認
日時：８月 27 日（土）19：00 ～
場所：マルヤガーデンズ７階
（マルヤガーデンズＲ階）
会費：大人 5000 円 中高生 3000 円
小学生 1800 円 未就学児 700 円
９）連続出席表彰について………………………… 継続審議
10）2022−23 年度 年輪会開催について… ………… 承認
９月５日（月）ふぁみり庵本店
年輪会：18 時 30 分～
懇親会：19 時～
相談事項：50 周年事業に向けて助言をもらう
対象者：年輪会メンバー、会長、幹事、副会長、副幹事
入会３年未満者は懇親会招待
11）竹添会員より報告 ９／ 23 鶴岡西ＲＣへ訪問し友好
を深める……………………………………………… 承認
12）その他
①次回理事会について………………………………… 承認
2022 年 8 月 1 日（月） 例会終了後 於：社交室

第2051回
例会記録の様子
7月4日（月）

