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今月のロータリーソング
ありがとうは私から
作詞：堀 昭良（岩見沢東ＲＣ）
作曲：小西欣一（大阪南ＲＣ）

あなたに出会ったその日から
夢と希望が 湧いてきた
弾む心に 広がる笑顔
奉仕の理想に 結ばれた
こんな素敵な 仲間たち 仲間たち
ありがとうは ありがとうは 私から

ガバナー
通信

憧れのリスボン

世界遺産のポルトガルで世界大会
国際ロータリー第2730地区
2013〜2014年度

大

迫

ガバナー

三

郎

成田発の航空機は一度フランクフルトで中継、ポルトガルはポルトに深夜降り立った。
その間約 20 時間。時差を調整する間もなく、心はリスボン。大会会場に至る迄にポルト、
プサコ、コインブラそしてリスボンと世界遺産とワインの街や村を見学する。
大航海時代を背景に七ッの海を征服して世界にポルトガルの名を轟かせた王国の素晴ら
しい遺産は、とても拙少の頭ではとても整理できない。約 100 年前に王制が改革され共
和制に移行したが、かつての王家の輝かしい文化と建造物の遺産は今も燦然と輝いて奥深
く美しい。
勿論国の全盛期の経済的パワーはまったく違った形にはなっている。とは言えインフラ
や人々の生活に厳しい現実より豊かな心を感じたのは私だけだろうか。世界大会は予想通
り約２万人のロータリアン又ファミリー、日本からも３千人弱の仲間が集まり大盛会だっ
た。田中作次ＲＩ会長の開会式セレモニーでの英語でのスピーチは感動的で、30 年振り
に送り出した日本人として誇らしく我々に自信を与えて戴くものだった。1945 年 8 月 15
日第二次世界大戦終結の日を田中会長は人生の基点とする。敗戦国日本が辿った道。復興
への厳しい 60 年間。平和への道。そして世界平和への願いを、前年度の「奉仕を通して
平和を」のテーマに添って力強く述べられました。
戦争時代を少年として過ごしその惨渦と苦悩の中に生きた自分としては共感極まりない
ものでした。
今年度のテーマＲＩ会長ロンＤ．バートンの「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生
を」の言葉の中には当然乍ら平和を願う我々ロータリアンの願いも込められています。職
業奉仕も平和な世界であればこそ実践できます。戦争は絶対にいけません。リスボンで学
んだロータリーは平和に対する祈りと願いでありました。
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職業奉仕の実践
宮崎県北部分区

カバナー補佐挨拶

ガバナー補佐

友井

淨二

（延岡中央 RC）

この度、宮崎県北部分区のガバナー補佐の大役を引き受けることになりました。
クラブ会長を務めてから 20 年も過ぎて今浦島の気持ちであります。勉強不足で不安な
ことばかりですが精一杯の努力をするつもりです。
さて、大迫三郎ガバナーの方針に『職業奉仕の実践』を通して地区の戦略計画の目標に
少しでも近づくように各クラブに働きかけて取り組んでまいりたいと思っております。
今年度ガバナー公式訪問のテーマは職業奉仕についてであります。
又スムーズなＣＬＰ移行にも各クラブの理解を深めたいと思っております。
最後になりましたが分区内会長・幹事・各会員の皆様、ご指導 ご協力をよろしくお願
い致します。

リスボン世界大会朝食会場にて偶然出合った田中ＲＩ会長との記念写真
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人格の形成と豊かな人生のために
宮崎県西部分区

カバナー補佐挨拶
ガバナー補佐

木佐貫

鐵蔵

（都城西 RC）

2013-2014 年の宮崎県西部分区のガバナー補佐をお引き受けし、研修会で勉強をさせて
頂く毎に任務の重大さを感じております。
ガバナーとクラブのパイプ役として浅学非才ではありますが精一杯の努力を重ねてい
く、所存でございます。
本年度の大迫三郎ガバナーは「職業奉仕とロ−タリー」を重点項目に揚げられています。
人間の形成と豊かな人生のためにロータリライフをエンジョイし奉仕の倫理を追究し実
践するのがロータリーの第一義である。このことはロータリー創立の趣旨を再度確認すペ
さ時であると思います。
原点に立ち返り先人の足跡を勉強しながらロータリ運動の活性化に分区の会長と共に少
しでもお役に立てますよう努力致しますのでよろしくご協力の程お願い申し上げます。

ポルトガル・プサコにて
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職業奉仕のフォーラムに期待
宮崎県中部分区

カバナー補佐挨拶

ガバナー補佐

尾

敏弘

（高鍋 RC）

この度、大迫年度の宮崎中部分区のガパナー補佐を受けることになりました。この分区
では９つのクラブが持ち回りとなっており、当年度は高鍋ＲＣから９年振りに出すことに
なりました。会長経験者で選考委員会をつくり何回かもんだ結果、ロータリー歴は浅く高
齢だが一番暇そうにしている私に決まったようです。ロータリーの知識は皆無に等しいし、
人の前で話すことが苦手なので断ったのですが会員の皆さんから全面的に協力するという
温かい言葉を信じて引き受けた次第です。
去る２月９日・10 日、最初のガバナー補佐エレクト研修がありました。その席で大迫
ガバナーエレクトは、ロータリーの基本は職業奉仕であり人格の陶冶であるとされ、職業
奉仕の実践を熱っぽく話されました。また、当日配布されたガバナー公式訪問要項におい
てもクラブフォーラムでのテーマを「職業を通じて奉仕の実践の経験又は目指しているこ
と」とし、２〜３名のクラブ代表が発表することとなってます。職業奉仕についての取り
組みへの強い熱意がうかがえるところであります。
ロークリークラブの会員ではあるが未だ真のロータリアンたりえない私です、ガバナー
をはじめ分区の皆様のご指導を受けながら責任を全うしたいと思っていますのでよろしく
お願いします。

ポルトガル・プサコ旧宮廷のホテル裏庭にて

−4−

みんなで楽しくロータリーを学び実践
宮崎県南部分区

カバナー補佐挨拶
ガバナー補佐

日

健次

（串間 RC）

浅学非才の身で、大迫三郎ガバナー年度に宮崎県南部分区のガバナー補佐の大役を引き
受けさせていただく事になりました串間ロータリークラブの日高健次です。
2013 − 2014 年度のロンＤ・バートンＲＩ会長のＲＩテーマは「ロータリーを実践しみ
んなに豊かな人生を」となっております。又、2013 − 2014 年度大迫三郎ガバナーは今年
の基本方針と活動計画の中でミッシヨン・パッンション・ビジョンを通して感動を与え、
ＤＬＰ（地区ロータリー活性化計画）及びＣＬＰ（クラブ活性化計画）の継続性を踏まえ
ロータリーの金看板である「職業奉仕の実践」を大黒柱と位置付けられておられます。そ
こで、2012 年の地区大会でのパストガバナー田中毅氏（尼崎西ＲＣ）のシェルドンから
学ぶという資料の中で、会員が減少していく理由として、ロータリーに入っているメリッ
トよりもデメリットの方が多い、社会奉仕活動に狂奔するあまり実業人の最も大切な奉仕
活動である日常の事業経営が疎かになっている事が現在のロータリーの衰退につながって
いると、そして、利己の心と利他の心が常に葛藤している中、この相反する心を調和させ
るのがロークリーの奉仕理念であると書いてあります。
もし、「ロータリーとは何ですか？」と問われた時の答えは一つであり、手続き要覧に
書かれている事、及び定款細則が定められたルールである以上、それが答えになると思い
ます。
しかし、
「あなたにとってロータリーとは何ですか？」と問われた時の答えは色々あっ
て、例えば「ボランティアに、興味があるから奉仕団体かな」とか「みんなに会えて楽し
いから親睦団体かな」等、多数意見があっても良いと思います。
やはりその人が感じているものがロータリーであり、その一つ一つの考えを尊重しなが
ら、みんなで楽しくロータリーを学び実践して、経済的にも精神的にも豊かな一年に全会
員がなれます様、超微力ながら頑張っていきますので宜しくお願いします。

リスボンの夜景
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諮問委員会が開かれました
規定審議会の経過や
ガバナーノミニー・デジグレートのことなど
大迫ガバナーは７月１日就任。７月１～２日は東京でガバナー会とロータリー財
団セミナーに出席。７月３日佐土原クラブ、７月４日高鍋ロータリークラブと早々
のガバナー公式訪問を終えて、６月 26 日にポルトガルより帰国後も、スケジュー
ルをこなし７月７日は第１回の諮問委員会に出席しました。
３年毎に行われる規定審議会の報告を安満パストガバナーが行い、今後の取扱い
についての報告がありました。地区にとって最も大事なガバナー指名について今年
度委員長の長峯パストガバナーより報告があり、田中俊實エレクト、野中玄雄ノミ
ニーの選出、更には次のノミニー（デジグレート）の推薦見通し迄経過が話されま
した。地区にとって大変喜ばしく、第 2730 地区の発展が期待されます。
公式訪問は７月９日奄美中央、10 日奄美瀬戸内、11 日奄美、17 日日南・日南
中央（夜）18 日串間と順調に進み、フォーラムの職業奉仕についての素晴らしい
発表がありました。次号から公式訪問物語を掲載いたします。
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山下皓三前ガバナー慰労会・
大迫ガバナー激励会
７月７日サンホテルフェニックス（宮崎市）

慰労会・激励会に参加されたパストガバナーをはじめ
前ガバナー、地区役員及現地区役員の記念写真
（サンホテルフェニックス）

諮問委員会会議のあとに、山下皓三前ガバナー慰労会
と大迫ガバナー激励会がなごやかに、楽しい雰囲気で
開催されました。千葉百合子編集委員長のアコーデオ
ン演奏や会話談笑など賑やかに盛り上がりました。パ
ストガバナー御夫人方が陶芸の製作をされ、それぞれ
楽しい記念になりました。
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トピックス

▼平成25年5月24日
（金） 宮崎日日新聞

友好クラブ締結調印式

一年以上前から我ら宮崎南RCと埼玉蓮
田RCは会長幹事の間でお互い同じような
…どこかにたようなクラブと両クラブが友
好クラブをめざし本日
（平成25年6月27日）
大安の良き日に蓮田RC会長、
幹事、
会員10
名様が来宮宮崎観光ホテル尾鈴の間でとど
こおりなく行われました。
両クラブはスポ
ーツを通じ子供達の体と心の育成に、
又、
子
供達に良い環境を…。
そしてお互いの交流
の場を両クラブのロータリアンが築いて行
こうと一致。
これからずっと良い関係でロータリーラ
イフを楽しもうと乾杯。
一夜を飲み、
話に花
を咲かせた意義ある一日でした。
宮崎南RCは2013−2014年ガバナーを送
り出すにあたり、
蓮田RCとの友好は大変大
きな力となり追い風が吹いたような気持ち
になり会員一同歓喜の声を上げました。
会報委員長 千葉百合子

▲平成25年7月2日（火） 宮崎日日新聞
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宮崎日日新聞
7月10日掲載

▲大迫カバナーが各クラブへ公式訪問した際の新聞掲載記事

城山苑を訪ねて
鹿児島南ＲＣ

玉利

佳久

今回で城山苑さんの慰問は５回目となりました。毎回入所者の方とデ
イサービスの方を含めて 90 名近いお年寄りに楽しんでもらっています。
あくまでも南ロータリークラブの社会奉仕の一環として慰問を続けてい
ます。今回はクラシックギター・ハンドベル・ピアノ・ハーモニカそれ
にボーカル・フラダンスを含めて７名のスタッフでお伺いしました。童
謡・唱歌にはじまり生演奏やフラダンス・古賀メロディーの数々・最後
は東日本大震災の応援曲の「花は咲く」を熱唱し「東京ラブソティー」
をサルサのリズムでスタッフ全員で踊ってフィナーレとなりました。今
回ピアノを演奏して頂いた黒江さんのお父様が入所されており、お母様
が 82 歳でハーモニカを演奏され、親子でセッションされている姿はと
ても感動的でした。聴衆からも大きな拍手が沸き起こりました。また次
回もこのような感動的な慰問が出来るように頑張りたいと思います。

福島キッズ愈々
８月18日より今年も昨年に続いて福島県の被災地の子供
達を招いて少しでも心の痛みをいやしてもらう事になりまし
た。日程については下記の通りですが、青少年委員会の皆様
をはじめ関係者の皆様のご協力に感謝いたします。
記
行事名
招聘人数
期日

連絡先

福島キッズ in 宮崎〈昨年は鹿児島でした〉
小学４・５・６年生 計 30 名
引率者５名
平成25年８月 18 日
（日）宮崎空港着
８月 22 日（木）
宮崎空港発
４泊５日

合計 35 名

第 2730 地区 2013-2014 年度 青少年委員長 山田忠茂（鹿児島南ＲＣ）
メール info@take-ys.com
または
地区奉仕プロジェクト部門長 古木圭介（鹿児島西ＲＣ）
メール gybkol-s@po.synapse.ne.jp
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ロータリー財団
地区ロータリー財団委員長

赤塚

晴彦

（鹿児島SWRC）
前月号（７月号）では、
「未来の夢計画」運営委員会 委員長・今林重夫PDGにより、
国際ロー
タリーのロータリー財団（通称ロータリー財団）の略譜、財団資金の活用方法（DDF地区財団
活動資金）や年次寄付・恒久基金などの活用に拠る各種プロジェクトが終結するまでのフロー
チャートが詳細に示されました。8月号からいよいよ各論に触れて行きましょう。

お知らせ１

「未来の夢計画」を16名のメンバーで推進！
13-14年度地区Ｒ財団委員会

◎委員長 ○副委員長

◎赤塚晴彦（鹿児島SW） ○喜島健一郎（宮崎西）
野上展孝（鹿児島） 上川咲男（鹿児島南） 中川大作（鹿児島東） 江島 寛（宮崎中央）

補助金・ポリオプラス小委員会

VTT 小委員会

◎野上展孝（鹿児島）

◎上川咲男（鹿児島南） ○米丸麻希子（国分）

○藤岡宏教（都城中央）

佐藤信博（延岡）

小園弘巳（鹿児島城西）

久保田巌洋（奄美）

川畑宏二（鹿児島西）

年次寄付・恒久基金小委員会

学友・奨学金・平和フェローシップ小委員会

◎中川大作（鹿児島東）

◎江島

○野崎伸一（宮崎東）

○前田正幸（鹿児島 SW）

内村興治（宮崎南）

英

寛（宮崎中央）
保彦（串間）

お知らせ２

地区ロータリー財団事務局を正式に設置！
「MOU 補助金の授与と受諾」の条件にそって、
地区 R 財団事務局が固定されました。R 財団に関する照会事項、
VTT や奨学生などの募集受付業務など財団に関する業務全て事務局で行います。
住所：〒 885-0072
TEL：0986-36-5877

都城市上町 8 街区 9 号
FAX：0986-36-5878

メインホテルナカムラ 4F （担当：大王佐和子）
Ｅ -mail：miyakonojo@ri2730.org

お知らせ３

地区64クラブ全てがクラブプロジェクトに挑戦しよう！
64クラブが全て「未来の夢計画」を理解し、DDF（地区財団活動資金）を使って、何か一つでも世の中のお
役に立ちたいものです（Doing Good in the world）
。良質なクラブプロジェクトを実践しクラブの活性化を図り
ましょう。クラブとクラブの共同プロジェクト（大規模クラブと小規模クラブ＆海外クラブとのジョイントプロ
ジェクト等）も大いに歓迎です。
16名の財団メンバーを御活用下さい。卓話に出向き御説明いたします。

お知らせ４

次号からR財団各小委員会が執筆担当して、詳細な情報提供いたします
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ロータリー財団地域セミナ（ゾーン 1-2-3）合同プログラム
未来の夢計画＝実施年度開始に当たり
日時会場：2013 年 7 月 2 日（火）
グランドプリンスホテル高輪
08:00登録受付（約300人）
09:00開 会
主催者挨拶
RRFC
松本茂太郎（福山）
09:10来賓挨拶
TRF 管理委員 小沢一彦（横須賀）
RI理事
北 清治（浦和東）
09:40「2013-14年度ロータリー財団目標」 RRFC 松本茂太郎
10:00「ロータリー世界平和フォーラム広島」の御礼
ロータリー世界平和フォーラム広島ホスト委員会
委員長
川妻二郎（広島南）
10:15「公益財団法人ロータリー日本財団の現状」
公益財団法人ロータリー日本財団 理事長
千 玄室（京都）
代理 副理事長
渡辺好政（児島）
10:30
＊＊＊＊＊休憩＊＊＊＊＊
10:45「大口寄付の重要性」
恒久基金／大口寄付アドバイザー 竹腰兼壽（岐阜南）
11:15「エンド・ポリオ・ナウ」 EPNC
白鳥政孝（市原）
11:45「規定審議会における財団関連立法案に関する報告」
第2680地区財団委員長 三木 明（姫路）
12:00
＊＊＊＊＊昼食＊＊＊＊＊
13:00「未来の夢計画 パイロット期間を終えて」
RRFC
岩渕 均（浦和）
13:30「グローバル補助金のオンライン申請手続きについて」
RI日本事務局財団室
伊関由規
13:55「公共イメージと認知度の向上について」
ロータリー公共イメージコーディネーター
二神典子（東京築地）
14:15「日本のロータリー平和フェローシップの現状」
ロータリー平和センター
ホストエリアコーディネーター
久邇 邦昭（東京南）

14:30「パレスチナ・ガザの人々に寄り添って」
第8期ロータリー平和フェロー
金子 由香
15:15
＊＊＊＊＊ティーブレイク＊＊＊＊＊
15:35「ロータリーカードに新しくビジネスカードが誕生！」
〜ポリオに貢献しています〜
ロータリー・カード・
ゾーン・コーディネーター
関
博子（東京世田谷中央）
15:45質疑応答
コーディネーター
RRFC
松本 茂太郎
モデレーター
TRF管理委員 小沢 一彦
モデレーター
RRFC
岩渕
均
モデレーター
RRFC
江崎 柳節
モデレーターロータリー 日本事務局財団室長 清水 優季
16:25講 評
RI理事
松宮
剛（茅ヶ崎湘南）
16:30閉 会
＊2730地区セミナー参加委員 赤塚、喜島、野上、上川、中川 5名
お願い
もっと詳しく知りたい！
詳しく知りたい項目がありましたら、事務局までMailで御連絡下さい。
セミナーに参加された担当委員長が回答されます。

米山学友会報告
ロータリー米山学友会
第2730地区学友会会長

ロータリアンの先生方々、奨学生の皆様、こんにちは。
木々もすっかり芽吹き、
新緑の葉が茂る季節となりました。
桜も点々と咲き始め、卒業生の皆様の門出の季節を迎えてい
ます。米山ロータリー奨学生の皆様、ご卒業おめでとうござ
います。皆様はきっと、学校という枠から放たれた開放感と、
友達と別れる寂しさ、新しい生活に向けての期待と不安と入
り交じった複雑な心境ではないかとお察しします。
また、薩摩、大隅、宮崎の学友、奨学生、ロータリアンと
の交流、親睦を深めるため、毎年以下のとおりに各地方で、
懇親会など行っております。
学友会のメンバーは鹿児島市在住のメンバーが多いので、
毎年 6 月に日帰りバスで大隅あるいは宮崎へ研修会を開催し
ております。メンバーたちの母国の文化を鹿児島市民に伝え
ていき、アジア各地域の友好を図るように、10 月に鹿児島
市主催しているかごしまアジア青少年芸術祭に出席（出店）し
ております。12 月に親睦のため、クリスマス・家族忘年会
を行っております。そして、4 月に花見しながら、企業の運
動会にも参加しております。多くの方々からのご支援をいた

だき、学友会のイベントに多い応募ができまして、毎回とも
楽しくできました。誠にありがとうございました。そして、
いろんなボランティア活動も行っております。また、他の地
区（たとえば、中国や関西）の総会に出席します。
ロータリアンの先生方々の支援、ロータアクトの協力を
いただいたおかげで、学友会は、盛り上げることができまし
た。これからもご支援、ご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。
実は、
私自身、
大学を終わって、
鹿児島市に引越ししてきた、
最初周りに誰も知らない、友達もいなくて、寂しかったです
し。子育てもしないといけないため、不安いっぱいでした。
ところが、学友会に参加したら、クケチョロ会長の家族はも
ちろん、ほかの学友とも仲良くして下って、ママ友もできま
した。プライベートも仕事のことなども、学友からの助けを
いただいております。2730 地区の学友会に参加したことは、
私にとって、
たくさんいい思い出を作れることだけではなく、
人生の支えになっております。
これから門出する奨学生の皆様、奨学生から卒業したら
自動的に各所属している地域の学友会に入ることになります
が、ほかの学友との親睦だけではなく、それで、ロータリア
ンの先生方々、また地域の国際活動に興味を持つ方々と良い
交流できるため、ぜひ学友会の活動に参加してください。そ
れは、もちろん学友会を繁栄することにもなりますが、それ
も学友各自は、国際ロータリーの奉仕の精神を学び活かし、
社会に貢献することのひとつの方法として今後の活動の幅を
広げることにもなります。
ぜひ一緒にオープンで暖かい、楽しい学友会を築いていき
ましょう。
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

６ 月 の 寄 付 金 傾 向
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2013-2014年度
国際ロータリー第2730地区

地区年間行事予定表
●2013年
月日(曜日)
7月1日(月)〜2日(火)
7月3日(水)〜9月30日(月)
7月6日(土)
7月７日
（日）
7月19日
（金）
7月23日
（火）
7月23日
（火）
〜24日(水)
7月27日
（土）
8月3日(土)〜4日(日)
8月17日
（土）
8月18日
（日）
8月18日(日)〜22日(木)
8月25日
（日）

8月31日(土)〜9月1日(日)
9月3日(火)〜4日(水)
9月5日(木)
9月予定
9月14日(土)
9月22日(日)
9月28
（金）
〜10月18日(土)
9月〜10月予定
10月５日
（土）
10月11
（金）
〜13日(日)
10月12日(土)
10月13日(日)
10月19日(土)〜20日(日)
11月予定
11月予定
12月1
（日）
12月2
（月）
12月3日
（火）
〜4日(水)
12月7(土)〜８(日)
●2014年
月日(曜日)
1月中旬
1月19日
（日）
2月8日(土)〜9日
（日）

2月16日
（日）
3月2日(日)
3月15日(土)〜16日(日)
3月15日(土)〜16日(日)
4月13日
（日）
5月又は6月の土日
5月25日(日)
5月25日(日)
5月31日(土)
6月23日(土)
6月24日(日)
6月
6月

2013年6月末現在
行事予定
ガバナー会
ロータリー財団地域セミナー
ガバナー公式訪問
第1回地区諮問委員会
直前ガバナー慰労会
ガバナー指名委員会
第１回地区連絡協議会
地区青少年委員会
インターアクト委員会議
インターアクト国際交流韓国第3660地区受入
公共イメージ部門・委員長会議
インターアクト年次大会
地区ロータリー財団セミナー
第１回ローターアクト委員長会
福島キッズin宮崎・鹿児島
第１回地区運営委員会
第１回ガバナー補佐会議
第１回６部門長会議
第1回地区戦略会議
第1回未来の夢計画委員会
第1回地区事務所固定合理化委員会
第1回災害復興支援委員会
表彰選考委員会
第1回危機管理委員会
七地区交流会
第１回ガバナーエレクト研修セミナー
地区研修リーダーセミナー
九州・山口ガバナー会
インターアクト委員会議
第1回ローターアクト会長・幹事会
VTT受入
地区会員増強セミナー
第1回地区ローターアクト委員会
地区大会
インターアクト委員会議
地区指導者育成セミナー
ライラ(宮崎県北部分区)
インターアクト韓国国際交流訪問
九州四地区インターアクト連絡協議会
ロータリー財団地域セミナー
第2回ガバナー会
RI会長歓迎晩餐会
第2回ガバナーエレクト研修セミナー
ロータリー研究会
第42回ローターアクト地区年次大会

摘要
G、GE、GN、PG、
地区ロータリー財団委員会
G、地区幹事、各クラブ
G、GE、GN、PG、新・旧地区幹事、
新・旧財務委員長
ガバナー事務所
G、GE、G補佐、
ローターアクト地区委員会
G、GE、地区青少年委員会
地区インターアクト委員会
G、地区インターアクト委員会
G、GE、地区幹事、公共ｲﾒｰｼﾞ部門
地区インターアクト委員会、ホスト(宮崎北RC）
地区ロータリー財団部門
地区ローターアクト委員会
地区青少年委員会、ﾎｽﾄ（日向・宮崎RC）
G、GE、GN、PG、G補佐、６部門長
地区幹事、財務委員長、筆頭副幹事
ガバナー事務所、
ガバナーエレクト事務所
地区事務所固定合理化委員会メンバー
危機管理委員会メンバー

開催場所
東京(グランドプリンスホテル高輪)

地区ローターアクト委員会
GE
2014-15年度地区研修リーダー
G
地区インターアクト委員会
ローターアクト地区委員会

愛媛県(第2670地区(四国))
東京(グランドプリンスホテル高輪)
東京(ザ・プリンス さくらタワー東京)
東京

地区会員増強部門
地区ローターアクト委員会
全員、宮崎南(ﾎｽﾄ)
地区インターアクト委員会
会長、幹事、委員長
延岡中央RC(ﾎｽﾄ)
地区インターアクト委員会、IAクラブ
地区インターアクト委員会
財団部門
G
G、GE、PG
GE
G、GE、GN、PG
国分ＲAC(ホスト)

都城市(都城メインホテル)
小林市
宮崎市(シーガイアコンベンションセンター)

行事予定
韓国3660地区 日韓RA親善交歓会
第２回地区連絡協議会
第2回ローターアクト委員長会
次期地区チーム研修セミナー
第2回地区運営委員会
第2回ガバナー補佐会議
第2回６部門長会議
分区合同研修会
第2回ローターアクト会長・幹事会
会長エレクト研修セミナー
第26回全国ローターアクト研修会
第3回ローターアクト地区連絡協議会
第43回ローターアクト幹部研修会
地区協議会
インターアクト委員会議
第3回地区ローターアクト委員会
ローターアクト役員研修会
（引継）
第3回地区運営委員会
第3回ガバナー補佐会議
第3回６部門長会議
地区インターアクトRA・顧問研修会
インターアクト委員会議
ライラ
IM

摘要
ローターアクト地区委員会
ローターアクト地区委員会
地区ローターアクト委員会
次期地区チームメンバー
G、GE、GN、PG、G補佐、６部門長、
地区幹事、財務委員長、
ガバナー事務所、
ガバナーエレクト事務所
分区代理
ローターアクト地区委員会
会長エレクト
第2580地区 (東京北部・沖縄）
ローターアクト地区委員会

開催場所
霧島市（国分）
宮崎県内

宮崎県・鹿児島県
宮崎市(サンホテルフェニックス)
霧島市（国分総合福祉センター）
姶良市加治木町性応寺)
霧島市(霧島ふれあいセンター)
都城市(都城メインホテル)
宮崎市(シーガイアコンベンションセンター)
都城市(都城メインホテル)
霧島市（国分）
宮崎県
宮崎市

霧島市（国分）

宮崎市(シーガイアコンベンションセンター)
延岡市
韓国
東京
東京
東京(グランパシフィックLE

DAIBA)

鹿児島県

各分区
霧島市（国分）
鹿児島県
東京都
鹿児島市
霧島市（国分）
鹿児島県

次年度クラブ役員・委員長
地区インターアクト委員会
地区ローターアクト委員会
小林市
地区ローターアクト委員会
姶良市加治木町さえずりの森
G、GE、GN、PG、G補佐、６部門長、
宮崎市
地区幹事、財務委員長、
ガバナー事務所、
ガバナーエレクト事務所
都城
地区インターアクト委員会
地区ライラ委員会・各クラブ
地区内5ヶ所開催(1箇所決定)
G補佐・各クラブ
地区内２ヶ所開催

予定は変更する場合が有りますので御了承ください。
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訃

報

謹んで御冥福をお祈り致します。

鮫島哲也氏（日向東RC)

垣内明郎氏（川内RC)

平成25年７月11日逝去 （享年84歳）

平成25年６月16日逝去 （享年79歳）

昭和57年11月入会 1999−2000年 46代会長
度重なる大病と闘いながらも常に男のダンディズ
ムを保ち続け明るく振舞われた方でした。
世代を越えた交際範囲も広く、「昭和の思い出」
を臨場感をもって語れる方でもありました。
財団委員長をはじめ、クラブに多大な貢献をされ
ましたが、創立60周年を直前に急逝され、
心より哀悼の意を表します。

昭和51年６月１日日向東ロータリークラブ入会
1982〜1983年度 会長
1998〜1999年度 ガバナー
メジャードナー (大口寄付者)
ベネファクター
米山功労者
平成15年春

勲四等瑞宝章

入 退 会 報 告
●入会者
ご入会、おめでとうございます。
■赤木 正雄 （川内ＲＣ）
■山
晃男 （出水ＲＣ）
■山本 明男 （出水ＲＣ）
■米田 圭吾 （出水ＲＣ）
■益田 圭司郎 （伊集院ＲＣ）
■帖佐
和 （伊集院ＲＣ）
■佐伯 剛志 （伊集院ＲＣ）
■天水 重宏 （志布志ＲＣ）
■川山 孝幸 （志布志みなとＲＣ）
■管木 かおる （薩摩川内ＲＣ）
■宮原 英仁 （鹿児島西ＲＣ）
■今村 義輝 （指宿ＲＣ）
■ 山 茂文 （佐土原ＲＣ）
■竹下
隆 （佐土原ＲＣ）
■丸田 寿朗 （鹿児島城西ＲＣ）
■清水 克浩 （宮崎ＲＣ）
■竹下 徹洋 （宮崎ＲＣ）
■分田 正明 （宮崎南ＲＣ）
■秋山
浩 （都城中央ＲＣ）
■児玉 拓三 （都城ＲＣ）
■水元 孝志 （串良ＲＣ）
■岡本 照夫 （鹿児島ＲＣ）
■八幡 義之 （鹿屋西ＲＣ）
■田村
司 （小林ＲＣ）
■八田
昇 （宮崎北ＲＣ）
■吉田 昌史 （延岡ＲＣ）
■甲斐 定勝 （延岡ＲＣ）
■佐藤 むつ枝 （延岡中央ＲＣ）
■住吉 寿之 （鹿児島東ＲＣ）
■黒木 博幸 （鹿児島東ＲＣ）
■甲斐 祐次 （都城西ＲＣ）
■吉村 隆博 （鹿児島中央ＲＣ）
■川村 浩嗣 （鹿児島中央ＲＣ）

■西村
■宮嶋
■杉田
■長友
■柳川
■城間
■渡辺
■田原
■福岡
■中原
■日野
■吉本
■源川

６月30日現在分

浩司
文昭
悌治
慶徳
昌理
徹
芳正
幸雄
由樹

（鹿児島中央ＲＣ）
（鹿児島中央ＲＣ）
（宮崎北ＲＣ）
（宮崎北ＲＣ）
（宮崎北ＲＣ）
（宮崎ＲＣ）
（宮崎ＲＣ）
（宮崎ＲＣ）
（霧島ＲＣ）
7/1 入会
里美 （国分ＲＣ）
7/4 入会
従道（宮崎西ＲＣ）
文明 （宮崎西ＲＣ）
祐策 （頴娃ＲＣ）
7/1 入会
合計 46 人

●退会者
おつかれさまでした。
■江口 一美 （川内 RC）
■松井
昇 （えびのＲＣ）
■林
信宏 （南九州大崎ＲＣ）
■黒木 康文 （都城北ＲＣ）
■垣内 明郎 （川内ＲＣ）
Ｈ 25.6.16 逝去
■森
一治 （奄美瀬戸内ＲＣ）
■山本 兼裕 （佐土原ＲＣ）
■奥田
卓 （鹿児島ＲＣ）
■家田
明 （鹿児島ＲＣ )
■大茂 健二郎 （枕崎ＲＣ）
■宮原 道夫 （川内ＲＣ )
■渡邉 浩一郎 （川内ＲＣ）
■峰村 茂敏 （川内ＲＣ）
■堀之内 宏光 （鹿屋ＲＣ）

■小川
■朝倉
■青木
■川口
■若松
■落合
■安川
■奥山
■中禮
■坂口
■師村
■信時
■吉岡
■大石
■富山
■甲斐
■山中
■東
■米良
■簗瀬
■渡辺

（鹿屋ＲＣ）
（出水ＲＣ）
（出水ＲＣ）
（日南中央ＲＣ）
（日南中央ＲＣ）
（日南中央ＲＣ）
（日南中央ＲＣ）
（鹿児島西南ＲＣ）
（鹿児島南ＲＣ）
（鹿児島南ＲＣ）
（鹿児島南ＲＣ）
（小林中央ＲＣ）
（串間ＲＣ）
（西都ＲＣ）
（日向中央ＲＣ）
（日向東ＲＣ）
（日向東ＲＣ）
（日向ＲＣ）
（日向ＲＣ）
（日南中央ＲＣ）
（西都ＲＣ）
名誉会員退会
■末重 賢一 （国分中央ＲＣ）
■重久
浩 （国分中央ＲＣ）
■立棒 雅也 （国分中央ＲＣ）
■嶋
明二 （延岡中央ＲＣ）
■長崎 純一郎 （小林ＲＣ）
■後藤 良康 （延岡東ＲＣ）
■伊藤 高雄 （都城北ＲＣ）
■新井 克美 （都城北ＲＣ）
■山元 浩一 （都城北ＲＣ）
■床村 郁夫 （国分ＲＣ）
■中馬 達己 （国分ＲＣ）
正会員から名誉会員へ
■伊東 安男 （鹿児島西ＲＣ）
■山田 晴彬 （鹿児島西ＲＣ）
■松下 賢司 （鹿児島西ＲＣ）
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史郎
孝弘
憲治
敏治
正一
孝章
孝憲
亮
裕
和之
博
神男
和人
太郎
幸
三幸
忠教
文子
重人
貢
徳企

■坂之上 忍 （鹿児島西ＲＣ）
■南
四郎 （奄美瀬戸内ＲＣ）
■横山 武博 （鹿児島サザンウィンドＲＣ）
■下瀬 宣幸 （鹿児島サザンウィンドＲＣ）
■西
健一 （延岡ＲＣ）
■原田 正純 （延岡ＲＣ）
■原
伸二 （霧島ＲＣ）
■立石 幸太郎 （きもつきＲＣ）
■山内 智志 （きもつきＲＣ）
■大牟礼 一 （指宿ＲＣ）
■坂元 則広 （かのや東ＲＣ）
■角森 康男 （日南ＲＣ）
■黒木 孝一 （日南ＲＣ）
■星田 次子 （鹿児島城西ＲＣ）
■邦永 泰弘 （宮之城ＲＣ）
■栗山 利子 （宮之城ＲＣ）
■櫛山 章治 （宮之城ＲＣ）
■小田
茂 （宮之城ＲＣ）
■永田 英徳 （高鍋ＲＣ）
■田中 春敏 （高鍋ＲＣ）
■修行 本承 （都城ＲＣ）
■藤澤 光一 （都城ＲＣ）
■澤邉 公秀 （都城ＲＣ）
■池谷 俊和 （鹿児島ＲＣ）
■本坊 松美 （鹿児島ＲＣ）
■松山
保 （鹿児島ＲＣ）
■三本 博恭 （鹿児島中央ＲＣ）
■峯元 良久 （宮崎西ＲＣ）
■吉原 伸和 （宮崎西ＲＣ）
■久保
博 （宮崎中央ＲＣ）
■神山 嘉樹 （枕崎ＲＣ）
■朽木 一彦 （宮崎ＲＣ）
■源川 憲治 （頴娃ＲＣ）
■末吉 昭男 （頴娃ＲＣ）
合計 83 人

国際ロータリー第2730地区
2013−2014年度
ガバナー

大迫三郎

ガバナー事務所
〒880-0804 宮崎市宮田町10-25 宮田ビル3階
TEL.0985-61-7728 FAX.0985-61-7735

