※女性会員の写真をお待ちしております

３代のガバナーが勢揃い
尽力を誓いました。

野中玄雄
ガバナーノミニー
（延岡東RC）

大迫三郎
ガバナー
（宮崎南RC）

田中俊實
ガバナーエレクト
（鹿屋RC）

◆更に2016-17年度ガバナー
（新呼称デジグネート）
に大重勝弘様
（指宿RC）
が決定いたしました。
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ガバナー
通信

クラブ訪問の思い出

感動の嵐の中で
国際ロータリー第2730地区
2013〜2014年度

大

迫

ガバナー

三

郎

─すべてのクラブでの会員の皆さんとの出合いは筆舌に尽くせません─
７月３日佐土原クラブを第一に訪れてから今日（8月9日）迄に32クラブの訪問を終えました。
全クラブでの会長、幹事、副会長さんを初め全会員の方々が、熱烈に迎えて戴き感動と感謝
で一杯です。高鍋クラブを終え７月９日から11日迄は奄美中央、奄美瀬戸内、奄美の３クラブ
はいろいろと活動も活発でフォーラムも熱心な発表があり感動の連続でした。特に奥様方の連
携と参加は素晴らしく、合同歓迎会での宴席は盛大で、私も皆さんと一緒に楽しく歌い踊り身
心共にリフレッシュいたしました。同行した家内も大変感動し奄美大島への想いをいつも語っ
て居ります。谷ガバナー補佐ご苦労様でした。７月17・18日は日南、日南中央、串間で17日夜
は３クラブの会長幹事さんや女性活性化委員長の得木ツヤ子さん等を囲んで居酒屋さん談義に
花が咲き夜遅く迄でした。フォーラムも素晴らしいものでガバナーとして新たな修練になりま
した。日得ガバナー補佐、日南・串間往復ご苦労様でございました。７月23日からは都城北（昼）
、
小林中央
（夜）
、24日都城西（昼）、小林（夜）、25日えびの（昼）、都城中央（夜）26日都城と７クラブ、
それぞれ熱気溢れる歓迎で特にフォーラムの代表者は良く勉強され、職業奉仕の実践をされて
居ました。小林中央での夜は思わず美味しい焼肉の二次会に招かれ元気を戴きました。26日夜
は都城地区の合同歓迎会に招かれ親しくエネルギッシュな木脇会長さん他役員の方々と談論団
欒の夜でした。牟田町に心を残し夜汽車で楽しく家路につきました。えびの・都城・小林を早
朝から夜遅くまで帯同いただきました木佐貫ガバナー補佐に頭が上がりません。
29日から愈々鹿児島中央（昼）、鹿児島西（夜）、30日鹿児島東南（昼）、鹿児島城西（夜）、31日
鹿児島南
（昼）
、鹿児島西南（夜）、８月１日鹿児島北（昼）、鹿児島東（夜）、２日鹿児島（昼）、サザン
ウインド
（夜）
と飯野ガバナー補佐、有村ガバナー補佐に心からの御手配御配慮戴き、それぞれの
クラブの完璧な準備の元に和やかな中にも適切なクラブ運営の実態に触れる事ができました。
クラブフォーラムも各クラブの特徴ある雰囲気の中で素晴らしい発表を戴きました。山下パス
トガバナー、深尾幹事さんなど天文館でのお寿司とお酒は楽しい話題と共に感謝の夜でありま
した。８月５日は門川（昼）、日向（夜）、６日日向東（昼）、日向中央（夜）、７日延岡（昼）、延岡東
（夜）
、８日延岡中央（昼）と、友井ガバナー補佐の門川、延岡、日向の送り迎え大変ありがとうご
ざいました。フォーラムも土地柄に合った職業観やホンダ宮崎の三樹さんの本田宗一郎氏との
出合いは素晴らしいもので感動しました。又日向東クラブの児玉会長以下皆さんの心尽くしで
「事の誤るは得意の時 事の成るは失意の時」の金文字彫り物の銘木額を頂戴し感謝いたします。
日向クラブでの福島キッズの綿密で思いやり溢れる招待計画に日得会長はじめ会員の皆様に心
から感謝申し上げ、クラブ訪問の際にお世話になった全ての皆様へのお礼の言葉といたします。
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ガバナー公式訪問の感動 その①
佐土原ＲＣ
会長 宮

高鍋ＲＣ
原

建

樹

７月３日新年度になって最初の例会日が、
「ガバナー公式訪問」2730地区内で一番目で
した。準備も前年度早い段階から取り掛かり
準備はしていたものの不安だらけで臨みまし
た。クラブフォーラムは今年度の「クラブ運
営基本方針」
を発表し、ガバナーの希望で、
「仕
事への想いと我が人生」のテーマでの発表を
事前に依頼しておりました梶田與之助君、荒
武義博君、相川久仁子君のお三方にそれぞ
れの職業奉仕感を語ってもらいました。自分
が描く職業奉仕をたっぷり語り、聞き、全員
が十分満足できたものと思っております。大
迫ガバナーからも「大変素晴しく感動しまし
た。
」との総評をいただき、一番最初の訪問
クラブとして安堵いたしました。今年度例会
では会員卓話の時間も１人30分としっかり
取り、全会員が自身の仕事を通じての職業奉
仕を語って貰いたいものです。また、私自身
「会長の時間」はクラブテーマに掲げました
「職業奉仕で感動を」をテーマに極力私自身
の経験談等も話して行こうと思います。また
今年度は岩切正司会員をリーダーに任命して
「CLP委員会」
「新会員勉強会」活動を定期的
に実施し、
「親睦委員会」「会員増強委員会」
とも連動させて全体的な委員会活動の活性化
を図りたいと考えております。会員増強には
特に力を入れ目標以上の新入会員を迎える事
が出来るように全員で努力をして行きたいと
思います。大迫ガバナーにはこれからまだま
だ暑い中の「公式訪問」が続きますが、お体
には十分気を付けて頂きたいと思います。大
変有難うございました。
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会長 石

田

喜

克

新年度最初の例会が大迫三郎ガバナー、尾
敏弘ガバナー補佐をお迎えしての公式訪問
でした。７月４日（木）に設定されておりま
したので、５月の連休明けには諸々の準備を
開始致しました。48名会員のご協力と尾
敏弘ガバナー補佐のご尽力で滞りなく終了で
きました事に心より感謝申し上げます。
ロン・バートンRI会長は、『ロータリーを
実践し みんなに豊かな人生を』とテーマを
掲げられました。高鍋ロータリークラブは、
創立38年目を迎えようとしておりますが、創
立時の先達の求めた理想に少しでも近づくこ
とが可能であれば、大きな変革を追求してい
きたいと考えております。
大迫三郎ガバナーはアドレスにおいて、職
業奉仕とロータリーの魅力（五大奉仕との関
わり）という冊子を会員全員に配布され説明
をなされました。なるほどと、頷けるトーク
で入会３年未満の会員にも理解できるように
述べておられました。
引き続きクラブフォーラムが『職業奉仕と
私』『私の事業と職業奉仕』のテーマに則っ
て進行されました。３名の会員の有意義な発
表がなされ、大迫ガバナーから講評を頂きま
した。会員それぞれの職業は違えど、目指し
ている理想は大差なく、個人個人の集大成が
クラブとしての評価に繋がりえることが再確
認できました。
大迫ガバナーの的確なご指導に感謝を申し
上げますとともに今後も、より一層、ご助言
をお願い申し上げます。
新入会員が増え続けていくことがクラブ繁

栄の１つの要素でもあると思っております。
長期計画の３年目に入りますので、ステップ
アップの年であります。
下記の、スローガン達成に向け、大迫ガバ
ナー、尾 ガバナー補佐のご指導、ご助言を
承ります様にお願いを申し上げます。
最高の公式訪問が終了致しました事に感謝
を申し上げます。ありがとうございました。
会員よし・家族よし・会社よし・地域よし・
世界よし
【なかよし五よしクラブ】

夫妻のお姿から、ロータリーの楽しみ方を学
んだ。
また、奄美三クラブの結束の凄さを実感し、
また、万歳三唱に、
「ミッション・パッション・
ビジョン」を唱えた奄美RC朝沼会長のユー
モアのあるセンスにも敬服した。
さて、今回は、須美恵令夫人の御来島に、
三クラブの夫人や女性会員が沸いた。二日間
の観光地巡りや語らいは、女性たちにとって、
新たな発見やクラブ問の交流の場にもなった
ようだ。
大迫三郎ガバナー・須美恵令夫人の御訪問
に感謝です。

奄美中央ＲＣ
会長 隈

元

保

奄美ＲＣ

文

会長 朝

７月９日、午前10：30、我々は、緊張で
高鳴る胸の音を気にしながらガバナーの到着
を待った。
晴天の奄美空港に降り立った大迫三郎ガバ
ナーと須美恵令夫人の表情は、満面の笑みに
包まれ、和やかな雰囲気の中で対面できたこ
とで、我々の緊張の糸も解れ、ほっと胸を撫
で下ろした。
奄美は初めてで、来れて良かったとの言葉
を頂き、こちらまで心暖かく感じ入り、急に
親近感を覚えました。
ガバナーを迎えた奄美中央ロータリーの例
会（第1644回）はネクタイ姿の紳士・淑女
が集い、
日頃とは違う厳格さの中で、ガバナー
アドレス（ロータリーの第一の基本目的は職
業奉仕であり人格の陶冶である…）や、引き
続き開催されたフォーラム（職業奉仕と私）
においては、ロータリーの真髄に触れ多くの
刺激を受けた。
更 に、 懇 親 会 で は、 奄 美RC・ 奄 美 中 央
RC・奄美瀬戸内RCの会員と夫人、奄美中央
RC総勢145人が参加し、それぞれのクラブの
余興・高校生による島唄・島料理等々…輪踊
りや六調を奄美の会員と共に踊るガバナーご

沼

榎

大迫ガバナー御夫妻は７月９日（火）に我々
の奄美大島に来島され、すぐ奄美中央ロータ
リークラブの公式訪問、夜は奄美地区３クラ
ブの合同歓迎会、翌日は車で１時間半程掛か
る奄美瀬戸内ロータリークラブの公式訪問、
翌日が我々奄美ロータリークラブの公式訪問
でクラブフォーラムを終えてから５時 20 分
発の飛行機で無事にお帰りになりました。休
息の暇もなくガバナーにはご指導をいただき
有難く感謝をしています。
ガバナーとしての注文は会員の増強でし
た。特に職業分類に主婦業も含まれていまし
たので、努力して下さいとのことでした。ク
ラブ運営の方針として、『クラブ編成はすこ
し変更しましたが今迄どうりです、ＣＬＰの
精神に則り運営をしていきます』と話しまし
た。現在のクラブ運営方針でよろしいとのこ
とでした。他の要望はロータリー財団と米山
記念奨学会への協力と、地域の方々へロータ
リー活動を知っていただくため積極的に行動
して下さいとのことでした。纏めますと
１．会員増強
２．公共イメージ
３．ロータリー財団と米山奨学会への協力
になります。
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執行部の我々にとっては就任一週間目で大
変緊張していましたが、じっくりと話を聞い
ていただき、
国際ロータリーや地区の方針を、
自らの経験と実績より噛み砕くようにご指導
いただき、大変理解できました。この一年間
指導のもと活動をつづける自信を得ました。

日南ＲＣ
会長 田

島

逸

男

さる7月17日大迫三郎ガバナーと日 健次
ガバナー補佐をお迎えして12時半よりホテ
ルシーズンで開催されました。例会に先立ち
恒例の会長・会長エレクト・幹事懇談会では
当会の今年度の目標や事業計画を説明し、ガ
バナーより的確で人情味あふれる貴重なご助
言を頂きました。
例会でのガバナーアドレスではガバナーの
行動規範でありますミッション・パッション・
ビジョンを中心に情熱的で感動的なお話を拝
聴することができました。
また職業奉仕をテーマとしたフォーラムで
は、当会員の国際奉仕委員長の鬼束君が「職
業とは日常行う業務で暮らしを立てて行くた
めの仕事であり、奉仕とは自分にとっての利
害や名誉を無視して国家、社会、人のために
尽くすことである。職業奉仕の目的は、事業
及び専門職種の道徳的水準を高め、あらゆる
有用な業務は尊重されるべきであると言う認
識を深め、あらゆる職業に携わる中での奉仕
の理想を生かしていくことが大切である」と、
そして青少年委員長の阿部君は「一点目に
信用金庫職員として人事や教育訓練の担当と
して長年培って来た経験をもとに日南ＲＣで
は９年前から『高校生支援セミナー』を開催
してきている。クラブ会員の持つ職業経験を
生かした高校生の就職活動を支援すると言う
点で職業奉仕にも関係するのではと思ってい
る。二点目に信用金庫は『相互扶助と共存共
栄、非営利』を基本理念とした共同組織の地
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域金融機関である。お客様の期待を超える様
な仕事に心がけてきた。知恵と忍耐を伴うが、
お客さまからの感謝やお褒めの言葉を戴いた
時は自分の仕事に誇りを感じ満足感を得るこ
とができる。これからも職業人生を実りある
ものとするため、人に感動を与えられる様な
プロの仕事をしたいものだ」と発表しました。
最後に大迫ガバナーは「事業は儲けなく
てはならないが、儲けることの欲望のみが
先走って、相手に利益と幸福を与え続けない
事業は成り立たない。職業の成功を果たすた
めには、まず最初に他人ためになるかを考え
行動しなければならない」とロータリアンに
とって職業奉仕がいかに大切かを力説され、
全日程を終了しました。公式訪問お疲れ様で
した。

日南中央ＲＣ
会長 横

山

正

７月17日のガバナー公式訪問をむかえ、我
がクラブでは、事前に役割分担やクラブの考
え方などを、ガバナー補佐に相談しながら進
めてまいりました。
年度初めの公式訪問ということで、わから
ない事や緊張そしておもてなしをどうすれば
良いかなど、私にとって良い経験させていた
だいた事でした。
終わって見れば実に良かったと思います。
１．小クラブの良いところで意見がまとまっ
た事
２．新会長の元、公式訪問を成功させようと
全会員思ってくれた
３．出席率100％（ホームクラブ100％）
である
４．クラブフォーラムでの「職業奉仕と私」
「私の事業と職業」の卓話者が実に良かった
５．ガバナーからお褒めの言葉をいただいた
（どんなに小さいことでも

褒められるとうれいい）
以上の事を考えるとガバナー公式訪問で、
日南中央クラブは一つに成りました新会員も
２名入会し、新たな日南中央クラブになる様
な気がします。

串間ＲＣ
会長 田

上

俊

光

我が串間ロータリークラブの2013-14年度
のガバナー公式訪問は７月18日でありまし
たが、前日の夜から始まりました。前日、日
南RC・日南中央RCの公式訪問が終わり、日
ガバナー補佐の計らいで、日南中央RCの
横山会長・幹事がわざわざ串間まで来てもら
い会員の居酒屋で夜の９時から大迫ガバナー
を囲んで私と幹事会員の合わせて７人で笑い
の中での意見交流が続きました。
次の日の本番、公式訪問では例会前の11時
30分より、会長・幹事との懇談の中では大方
は昨夜の話の中で串間RCの中身については
理解してもらっていたので具体的な中身につ
いて触れさせてもらい、少人数の中での事業
の取り組みで社会奉仕している事に対しおほ
めのことばをも頂きました。特に秋祭りに福
島高校のＩＡＣと供に参加し募金活動や、実
物大に作った牛と馬のパレードに市民の関心
が高かった写真を見られて、この牛馬の写真
パネルを地区大会で展示したらおもしろいの
では、とのガバナーの意向もあった所であり
ます。

青少年委員会報告
2013〜2014年度 地区青少年委員会
委員長
山田忠茂（鹿児島東南RC）
副委員長 川畑幸則（川内RC）
委 員
岩澤浩二（加治木RC）
委 員
前田嘉郎（霧島RC）
委 員
七枝敏洋（鹿児島西RC）
奉仕の第5部門である当委員会は、将来国の礎
を築くであろう12〜30歳の青少年対象として、
指導力養成活動・社会奉仕プロジェクト及び国
際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化
の理解を深め育む交換プログラムを通じて、その
青少年ならびに若者によって、好ましい変化が持
たされる環境を提案するプロジェクトを実施しま
す。

その後のクラブフォーラムでは、テーマを
「職業奉仕について」と題し、二人の会員に
発表してもらい、それに基づいて全会員で意
見交換をして、職業奉仕についての考えを深
めて頂きました。その中で大迫ガバナーより
アドバイスを次の様に頂きました。職業（事
業）は儲けなければならない。しかし、ロー
タリアンとしての職業は、相手に対し感動
（利
益と幸福）を与え続けなければならない。事
業が成り立ち継続して初めて社会のために職
業奉仕ができるのであり、儲ける事と感動を
与える事を同時に実践することがロータリア
ンの行う仕事である。更に言えば、代金をも
らって行う事が職業奉仕であり、仕事の繋が
りがあっても無償で行う事は、社会奉仕であ
る事も教授頂きました。有難うございました。
私としても今年度毎月二人の職業卓話を実施
しております。それぞれ自分自身の職業に関
して、今一度顧り見る事と同時に、会員間の
率直な意見交換を通して、例会を楽しいもの
にして、クラブの活性化に繋げて参りたいと
考えています。

３．青少年交換小委員会 ＲＩ常設プログラム
15〜19歳青少年対象
４．RYLA（青少年指導者養成プログラム）小委
員会
※活動計画は、小委員会資料参照
これらの小委員会は、通常の例会では馴染みの
薄い委員会です。しかし、ロータリアンとして日
本の未来を担う若者に対して、物心ともに大きな
支援をお願いしたいと思います。身近な支援の一
つとして、
① ローター・インターの例会へロータリアンが
出席する。
② 交換留学生の推薦・受入れ。
③ RYLAへロータリアンの参加、参加青少年の
推薦。
④ 青少年をクラブ例会に招待する。
⑤ インター・ローターの委員は、地区行事に参
加し活動状況を承知する。
⑥ クラブ行事を青少年と合同で実施する。
等…身近に行動頂ける手段がございます。是非
会員全員で当委員会への認識度を高めて頂きたい
と切望して居ります。

その実践の為に、４小委員会が構成されていま
す。
１．インターアクト小委員会12〜18歳の青少年
対象
２．ローターアクト小委員会18〜30歳の就学・
また、新世代委員会全体行事としまして、昨年
就職している若者対象
に引き続き震災支援としまして『福島キッズイン
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宮崎』を実施致します。
開催日：2013年8月18〜22日（４泊５日）
福島からの参加者：生徒・リーダー含めて35名
実施地：宮崎県日向市・宮崎市近郊
ホストクラブ：日向ＲＣ・宮崎RC
飲料水提供クラブ：都城北・大口・小林・宮崎南・
日向
事務局提供クラブ：鹿児島東南
最後になりますが、各小委員会が、それぞれの
行事を毎月のように開催されており、当地区でも
最も活発な委員会と申しても過言ではないと思わ
れます。
しかし、残念なことに青少年行事へのロータリ
アンの参加者が少ないため、彼らと触れ合う機会
が少なく、活動内容が周知されていません。
青少年の育成は、我が国の礎でもあります。一
人でも多くのロータリアンの参加を期待しまし
て、挨拶を終えます。
青少年委員会開催予定
2013年７月19日４小委員会合同会議
2013年９月 地区大会前会議
2014年１月 半期活動実績報告
2014年４月 地区協議会前会議

熱意あふれる部門長
拡大・増強部門
部門長

林

努

（宮崎西 RC）
多岐にわたるロータリーの奉仕活動を実践するに
は、それなりのパワーが必要であります。
だから我々
は常に会員増強を図らなければなりませんが、とり
わけマンネリ化したクラブの活性化には新しさに取
り組む気概を持った若い力が必要になります。
しかし会員増強には得策や有効策はありません。
クラブが一丸となって努力する事が肝要でありま
す。
本年度、大迫ガバナーは会員純増４％、女性会員
40％増という目標を掲げられました。この高い目
標を達成するには単に会員増強を図るだけでなく退
会防止も重要になってきます。
退会の主な理由は健康上とか退職といった仕方の
ない部分もありますが、中には１．クラブに活気や
魅力がない ２．入会している意義が見い出せな
い ３．例会がマンネリ化していて面白味が無い
といった声が聞かれます。会員基盤を維持するには
クラブの活性化が重要である事を肝に銘じて頂きた
い。
最後になりますが、皆様ご案内の通り、国際ロー
タリーが管理運営の為に設けた地理的グループに過
ぎない「地区」の役割は、
個々のクラブがロータリー
の綱領を推進されるのを手助けする事であります。
従って、本年度一年間、会員増強に奮闘される
2730地区64クラブのお手伝いをさせて頂くのが、
我が部門の責務であります。精一杯、応援させて頂
きます。

クラブ管理部門
部門長

岩

切

正

司

（佐土原 RC）
クラブ奉仕の原理とその実践
クラブ奉仕のロータリーの原理の世界での体系的
位置付け
○ロータリアンがまず奉仕の心をつくる分野
○その作られた心を実践する分野
ロータリーは、まず心を作る。そして、その心を
実践するというパターンで原理的に組み立てら
れている。
○心をつくる分野に該当するのがクラブ奉仕
○その作られた心を実践する方の分野が職業奉仕、
社会奉仕、国際奉仕という三つの分野に分かれる。
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○クラブ奉仕を定義すると、自己研鑽の自覚を持っ
て、定款細則の定めるところに従って、クラブの
管理・運営の一翼を担う奉仕の実践パターンのこ
とをクラブ奉仕と定義づけている。
クラブ奉仕には二つの側面がある。
一つは、ロータリーの定款細則に従って、ロータ
リー運動を法的な原理で理解していくという面。
もう一つは、倫理面からクラブ奉仕を理解するこ
と。
これは、ロータリー運動に参加するロータリアン
の精神世界の問題で、個人倫理の面からクラブ奉仕
はいかにあるべきかということを理解する。
第一は、自分を磨くという自覚をもってロータ
リーの会合に参加しなければならない。
自分を磨くという倫理的なものがなければ、クラ
ブ奉仕に参加したことの意味がなくなってしまいま
す。
第二は、自分を磨くのでありますから、自分自身
が出席してロータリーに参加しなければならない。
第三は、クラブの中における均一平等の原則であ
る。
ロータリーというのは、並行運動の要素があって、
ロータリアンは、人の上に人をつくらず、人の下に
人をつくらない、すベて完全平等な世界であります。
第四は、ロータリー運動に参加して、お互いに心
を通わせて、自分の中に他のロータリアンの心を移
し植えて、そして、そこから何がしかのものを学ん
で立ち去るという最も良質なものを学んだことに
よって、ロータリアン自身が自分というものを作り
上げていく。ロータリーはこのような動態的な概念
だということがいえると思います。
要するに、ロータリアンが他のロータリアンと接
触することを通じて、自分が改善され、形成されて
いく。その内なるエネルギーになる心、これをロー
タリーは親睦と言っております。自分が他のロータ
リアンと接触しながら、改善され高められていく、
そういうエネルギーになる心のことをロータリーで
は親睦といっております。
この親睦というのが、いわゆるspirit of rotary
ロータリー精神になるわけであります。最も純度
の高い、最も良質な精神世界だと言い切ってよろし
いかと思います。これは、自分を磨くという自覚が
なければこういう境地には達しられないと思います
が、この意味の親睦というものを司る、それがロー
タリーで親睦委員会と呼ばれている役目の内容であ
ります。
最後に、このような親睦というものを対外的に処
理していかなければならない。いわゆる対外的な概
念と結びつけておかなければらない。即ち、良質な
心というものが自分の心の中に煮えたぎっている。
それを自分だけのものにしていては意味がなく、そ
れも例会以外のすべての場所で、ロータリアン以
外の人に移し植えていくるこれをshare the rotary

ロータリーを共有するということであります。この
ことがロータリーの世界で大変大事であります。自
分を磨く。磨いた自分をもってロータリアン以外の
人と接触しながら、ロータリアン以外の人も高めて
いく。こういう作業が必要だといわれています。
以上、四つの原則を申し上げました。要するに、
クラブ奉仕の一番中心になるのは、地理的原則であ
ります。これを頭の中において、それから定款細則
の定めるところに従って、いろんな人たちと個別な
対応をしていく。
そうすれば、
クラブの中で和気藹々
とクラブ奉仕を楽しくすることができるだろうとい
われています。

く機会として動いていただいています。
このプロジェクトは将来を担う子供たちに夢と活
力を与え、子供同士の絆を深める機会になると確信
しています。
地区として今後も継続していくプロジェクトにな
りますので、各クラブが関心をもって協力をしてい
ただければと思います。
今年１年、よろしくお願いします。

ロータリー財団部門
部門長

赤

塚

彦

（鹿児島サザンウィンド RC）
ロータリー財団は、本当に
固くて暗くて難しい、ですか！

奉仕プロジェクト部門
部門長

古

木

圭

介

（鹿児島西 RC）
新しいプロジェクトに向けて
時代の流れと共に国際ロータリーも新しく生まれ
変わろうとしています。
新しいＲＩ会長の方針に基づいて、大迫ガバナー
が打ち出されたビジョンを基に奉仕プロジェクト部
門としても研鑽を積み、地区の各委員会が活動しや
すいように協議し、連携していけるよう努力してい
く所存です。
この部門は８委員会から構成されている大所帯で
す。
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
青少年奉仕委員会
（昨年までは新世代委員会）
インターアクト委員会
ローターアクト委員会
ライラ委員会
青少年交換委員会
まずはこれら８委員会が相互に連携していくこ
とが大切です。次に他の部門との連携が必要にな
ります。中でも財団部門と公共イメージ部門との連
携は重要だと感じています。役割として、各クラブ
が奉仕活動をするためには資金的な支援が欠かせま
せん。財団部門の情報を各地区委員会に伝達し、さ
らに地区委員会は各クラブにその情報を伝え、さら
により充実した奉仕活動を実施するためにセミナー
などを開催しアドバイスする必要があります。でも
ロータリー活動は、あくまでも中心はクラブである
ことを忘れずにある一定のスタンスを保ちながら地
区として役割を演じていきたいと思います。昨年か
ら始まった「福島キッズ in 鹿児島・宮崎」の被
災地支援プロジェクトは本年は宮崎県内で実施され
ます。すでに青少年委員会を中心に、日向ＲＣ、宮
崎ＲＣの協力を得て具体的な活動内容が進められて
います。また公共イメージ部門の支援を得て、この
機会に幅広くロータリーの奉仕活動を知っていただ

財団は難しくてよく分からない、寄付ばかりさせ
られる、というロータリアンの声が今にも聞こえて
きそうです。世界100箇所のパイロット地区の、３
カ年にわたる試験期間を経て、世界538全ての地区
が、2012−13年度は計画期間、そして2013-14年度
７月から実施期間となります。「未来の夢計画」が
本格的に始動します。本稿では、ロータリー財団
（以
下、財団）を良く理解することが、実はロータリー
を良く理解することである、と逆説的に考えたいと
思います。
ロータリーはクラブが主体的に職業奉仕、社会奉
仕、国際奉仕など推進します。クラブ中心では、
人的・
財政的負担は限られており、即ち各種奉仕活動はク
ラブの規模に制約されると言う、方程式ができあが
ります。この制約方程式の基では、永遠にロータリー
の発展は望めません。ロータリアンの活動の輪を広
げるためには、クラブの大小に係わらず、他のクラ
ブ・地区・ロータリアンの連携が要請されます。財
団は、ＲＩを財政面から支える組織として、存在し
ているのです。ＲＩの、従前のＷＣＳ、ＭＧ、国際
親善奨学生、３Ｈ補助金、ポリオプラス、ＧＳＥ等は、
財団の「未来の夢計画」の(新)地区補助金DG、グロー
バル補助金GG及びパッケージ補助金PGの中に全て
包摂され、簡潔に運営されることになっております。
殊に、ポリオはナイジェリア、アフガニスタン、パ
キスタンの３カ国になりました（当初は125カ国）
。
2017年は財団創設100周年を迎えます。100周年
に向けて、第二ステージとしての「未来の夢計画」
にご注目下さい。地区財団委員会は、皆様方へ最良
の情報を提供して行く所存です。
以上
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タリーの目標を達成するためには有効な施策である
ことをロータリアンに認知させる。
ロータリーの友地区委員および月信委員会と情報
を共有し有効な広報を展開する。

米山記念奨学会部門
部門長

永

田

行

博

（鹿児島 RC）
米山記念奨学会部門は米山記念奨学会委員会、
米山奨学寄付・選考委員会、米山学友委員会から構
成されており、米山記念奨学会委員会は米山奨学
事業を推進するための総括的な委員会といえます。
2012-2013年度から部門長・委員長を仰せつかって
おり２年目ですが、まだ十分に理解し機能している
かは定かでありません。委員の皆様のご協力を得て
しっかりと頑張っていきたいと思っております。
米山奨学事業は、①国際ロータリーが認める多地
区合同奉仕事業、②日本最大の民間国際奨学事業で
あり、日本のロータリーが誇るべき事業であります。
そして60年間に約１万７千６百人の奨学生を迎え、
世話クラブ・カウンセラー制度の基に交流が続いて
いるのです。
しかし、この事業にも幾つかの問題点がありま
す。この事業は全国の会員の皆様からの寄付金を財
源としているのであり、すなわち、
「米山記念奨学
事業を支えるのはあなたです」と皆様にご理解して
いただきたいと願っております。特に第2730地区
の戦略計画と具体的目標（５年計画）にも示してお
りますように、「個人寄付金額の平均額を全国平均
（１万５千円）に」を是非達成するようにお願いす
るしだいであります。そのために、①米山事業を理
解する、②クラブの年間寄付金目標額を改定する、
③普通寄付金を5千円にする、④特別寄付金を少額
でも寄付できるような状況を作る、たとえば、スマ
イルボックス、米山封筒を設置するなど、⑤寄付金
への税制上の優遇措置を利用する、などが考えられ
ます。
ロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与す
ることを目的としている米山奨学事業をさらに発展
させるべく、皆様とともに頑張りたいと思います。

公共イメージ部門
部門長

水

居

徹

（宮崎 RC）
公共イメージ委員会
ロータリーを一般の人に広め、ロータリーのプロ
グラムへの理解、評価を高め、ロータリーの好まし
いイメージつくりを推進する。
メディア、地域のリーダー、プログラムの受益者、
ボランティア、寄付提供者を対象に広報を行ない、
ロータリーへの支援を促進する。
広報活動を通じ会員増強やクラブ活性化にも役立
つようにする。
ロータリーへの理解を得るための広報活動がロー
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【具体策】
１．広報・ＩＴ委員会、ロータリー雑誌委員会の
活動企画、事業計画の立案
２．ロータリーの友地区委員、月信委員会との連
絡等
３．公共イメージ部門合同委員会の計画
広報・ＩＴ委員会
マスメディアや地域の様々なメディアを活用し、
ＲＩの広報素材や地区で実施するロータリーのプロ
グラムを紹介する。
話題性のある地区プロジェクトや行事について報
道機関に紹介する
地区内全クラブのＩＴ化を推進し、クラブとクラ
ブ、地区とクラブ、ＲＩとクラブが直接コミュニケー
ションできるようにクラブＩＴ化支援を行なう。地
区 WEB サイトの充実をはかりクラブのＩＴ化支援
に役立てる。
【具体策】
１．地域の広報メディアを活用したロータリー広
報を推進する
２．各クラブのニュース等をマスコミや各種メ
ディアに広報する
３．新聞等に掲載された記事等の収集をおこない、
地区内クラブに紹介する
４．会員増強、ロータリーのＰＲを兼ねて、ロー
タリアンの紹介サイトを作成する。
５．コミュニケーション手法として、クラブ事務
局あてのメール配信ネットを活用する
６．地区 WEB サイトの充実化をはかり、有効活
用を促進する
ロータリー雑誌委員会
国際ロータリーの公認誌「The Rotarian」「ロー
タリーの友」の精読を推進するための方策を検討し、
実施する。
一般市民へのロータリー理解を目的として、
「ロー
タリーの友」誌の活用を図る。
クラブを訪問し、例会での定期的な記事紹介につい
て話し合う。
地区ブログ「ロータリーの友を読もう」の活用
【具体策】
１．雑誌の読みどころを例会で発表することを強
くすすめていく
２．会長の時間で月一回は雑誌の記事を紹介する
ことを推進する
３．その他の方策を検討し実施していく

ロータリー財団
地区ロータリー財団委員会
副委員長

（宮崎西RC）

喜島健一郎

ロータリー財団を活用し、より良き関係を築いていく為に
理想と現実の落差を問題と言うのだろうと思います。従って問題解決とはこの落差を如何に埋めて行くかと云
うことであり、ロータリー財団委員会に入って最も強く感じたことであります。例えば、グローバル補助金は６
つの重点分野への取り組みが条件となっていますが、地区補助金はこれに拘らず地区の裁量でＶＴＴ、奨学生、
人道的プロジェクトに使用することが出来ます（理想）。しかしこの三事業を地区補助金だけで同時に実行する
ことは不可能であります（現実）
。三事業を地区補助金だけで実行する為には、地区の年次寄付の目標額を、会
員一人当たり年間200ドル以上にするしか方法がないのです。従ってグローバル補助金と地区補助金を上手に組
み合わせていく知恵が求められているのであります。財団委員会と各クラブの関係がより良く発展して行く為に
は、財団の資金管理のルールをご理解頂くことが何より重要であります。そこで今回はこれまでお寄せ頂いたご
意見を基に、財団の知られていない現実の部分をご説明したいと思います。

１．財団はＲＩの100％子会社みたいなものでしょう、何故細かくて厳しいのですか？
財団の正式名称は、
「国際ロータリーのロータリー財団」であり、財団管理委員（15名、企業に於ける取締役）
はＲＩの理事会で選出されています。また、財団の唯一の会員はＲＩだけであることを考慮しますと、100％子
会社以上であり、ＲＩと財団は目的、使命、活動を共有していると言っても過言ではありません。しかし財団の
資金管理（収入から支出にいたる全過程）は、米国イリノイ州の州法に準拠していなければなりません。資金管
理上、ＲＩからどの様な要請があっても、州法に違反することは出来ないのです。これが1983年、イリノイ州
の州法の下に非営利の財団法人になった現実なのです。ご理解頂きたいことは、この厳しさ故に世界中で人道的
プログラムが整然と実行され、世界理解、親善、平和の推進に素晴らしい成果を挙げているのです。

２．未来の夢計画とは何ですか？
公式には、財団の使命に沿って、世界の優先的ニーズに取り組み、最大の成果をもたらすことであります。こ
の計画が出来た要因は、マッチンググラントの申請が殺到し、財団本部の事務が機能不全に陥ったこと、地球上
からポリオを無くし世界で第一級の財団になることを目指したこと等が挙げられますが、私は次のように考えて
います。
未来の夢計画は、財団の全ての組織、資金を投入してＲＩの戦略計画を支援することであります。ＲＩは、
100周年を機に変わったのです。新しいロータリーを創り完成させる為の計画が戦略計画であり、その達成の為
に、ＲＩは地区にＤＬＰ、クラブにＣＬＰ、会員に中核的価値観を求めたのであります。ロータリー財団はＲＩ
の方針に応え、全てのリソースをこの計画達成の為に投入すると決めたのです。これが未来の夢計画の姿だと思
います。地区に於けるＤＬＰとクラブに於けるＣＬＰの導入は、ＷＦとＤＤＦで年間100億円を超える財団の事
業を推進する上で死活的に重要になっているのです。
未来の夢計画は、ポール・ハリスが求めた多様性への想いと同時に、新しい考え方への寛容性の向上をこそ求
めていると思います。

３．地域社会に対して良いことをしているのに、何故補助金が認められないのですか？
財団の目的は、健康状態の改善、教育への支援、貧困の救済を通して世界平和に尽くすことです。先にＲＩの
戦略計画を支援することが未来の夢計画だと書きました。これらの考察から地区補助金は、人道的プログラム、
教育的プログラム、環境保全プログラムにしか使用できません。地区補助金を使い地区の裁量で地域社会の様々
なニーズに応えることが出来ますというのは、理想であり現実ではないのです。道徳的に優れた事業や文化的事
業が、毎年申請されて参りますが、これらは地区補助金の対象にならないということをご理解頂き、各クラブで
補助金を使った事業を計画される場合は、
上記三点に収まる事業かどうかを考慮して下さるようお願い致します。
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青少年交換留学生のご紹介
派遣学生
工藤恭綺（クドウミツキ）
生年月日 1995年6月21日
学校名 宮崎県立延岡星雲高等学校
スポンサークラブ 延岡ロータリークラブ
私の家族は、父と母と弟と私の４人家族です。 父は建設
業の会社に勤めています。 母は看護師でしたが、現在は看
護専門学校の先生をしています。弟は高校生です。私が留学
中一番したい事は、沢山の友達を作る事です。私は英語で他
国の人と会話する事が大好きです。語学力向上の為にも、恥
ずかしがらずに頑張りたいと思います。

Bygden,Mattis Jonas Los〈マティス〉
（ビグデーン、マチス

ジョナス

ロー）

出身地区 スェーデン 2380地区
生年月日 1996.5.14
学校名 Vadsbogymnasiet
スポンサークラブ Mariestad 2380 Sweden
受入クラブ 都城北RC
受入校 都城商業高等学校

竹井瑞貴（タケイミズキ）
生年月日 1997年3月19日
学校名 宮崎県立延岡星雲高等学校
スポンサークラブ延岡ロータリークラブ
私の両親は寿司屋を経営してます。寿司屋は50年続いて
います。父は延岡ロータリークラブに所属しています。私は、
今まで海外旅行の経験がありません。ですので、今からとて
もワクワクしています。私は初めて飛行機に乗った時から、
客室乗務員という仕事は憧れの職業です。通訳の仕事は、中
学で英語を習い始めてから英語という教科がとても好きにな
り、通訳をしたいと考え始めました。私は、留学の間、日本
以外の事も沢山学びたいと思っています。私は、少しシャイ
な部分があるので、留学中に自分の事や自分の意見をしっか
りと言える様になり、自分を変えて帰国したいです。

戸高

を使いインターナショナルな環境で働いています。私は日本
語、英語、スペイン語を話します。祖父母がイタリア人とい
うことで、聞き取りは可能でが話す事はできません。私は暇
さえあればピアノを引いたり歌を歌って一日を過ごします。
私は動物が大好きです。街で捨てられいる猫をみると拾って
しまいます。私のニックネームは「マザーテレサ」と呼ばれ
てます。 私心情は『つべこべ文句を言う前に、食べる』です。
私は新しい人に出会う事と新しい体験、文化伝統で自分を更
に高めて行きたいと思います。他の国での体験は私が通訳に
なった時に役立つと信じています。

晃（トダカヒカル）

生年月日 1996年10月24日
学校名 宮崎日本大学高等学校
スポンサークラブ 都城北ロータリークラブ

高校1年では社会科学を勉強しました。建築業の父とガー
デンデザイナーで大学で園芸を教えている母、21歳と22歳
の姉が私の家族です。母の専門の影響で綺麗な大きな庭のあ
る家に住んでいます。父は様々な建築プロジェクトで出張し
ながら仕事をしています。父とは政治や科学について楽しく
話をします。時間があるときはジョギングをします。異文化
に関心があり日本での発見が楽しみで、独学で日本語も勉強
を始めました。短い会話やひらがなは読めるつもりですが、
どれだけ通じるか不安です。両親は旅が好きで、これまでイ
ンド、クロアチア、エジプトなどに行きました。好き嫌い、
アレルギーはありません。何事にもオープンであろうと思っ
ていますが時折引っ込み思案なところが弱点です。小さい町
に住んでいますので、大都市を旅行した後などはゆっくりす
る時間が必要です。

Zachary Robert SCOTT〈ザック〉

私の家族は、父と母と兄と弟と私の５人家族です。
父は建設業者の役員をしており、母は高齢者福祉施設の管
理者です。父は都城北ロータリークラブに所属してます。普
段は寮で生活しています。私は中学のころから吹奏楽部に所
属しサックスを演奏しています。学校では中国語と書道を選
択しています。 海外へは４回行きました。私の長所は明る
く、優しく、気遣いがしっかりでき、自分の意見を言える所
だと思います。将来は留学先で学んだ事を活かし、 日本と
留学先の架け橋になれたらいいなと思います。

受入学生
Jacquin Mathon Aline〈アリーン〉
（ジャックイン マソン アリーン）
出身地区 フランス リヨン
生年月日 1996年3月19日
学校名 Lycee Ampere Bourse
スポンサークラブ 1710地区 Lyon SUD
受入クラブ 延岡RC
受入校 延岡星雲高等学校
私の家族は、母と猫３匹です。
両親は５歳の時に離婚しました。母は製薬会社で毎日英語

（ザッカリー

ロバート

スコット）

出身地区 カナダ 7010地区
生年月日 1997.11.21
学校名 Widdiﬁeld Secondary
スポンサークラブ Rotary club of North B.
受入クラブ 延岡RC
受入校 延岡星雲高等学校
私の住むノースベイは人口約5.5万人で、オンタリオ州の
北部にあります。主産業は鉱工業です。私の学校生活はは
08:15のバスに始まり15:45に帰宅します。1年次、職業、コ
ンピューター科学、英語、続フランス語、フランスの歴史、
数学、メディアアート、科学を受講しています。Free the
children in 2011という慈善団体に所属し、たくさんの寄付
を集め国内外の子供たちのために使われました。今年度私は
その会の会長を務めてイベントや組織の運営にあたっていま
す。最近病院でのボランティアも興味深く勤めました。週末
や祝日は拡大家族（叔父叔母従妹）で、郊外のコテージで過
ごします。これは家族の伝統ですが、日本での異なる文化も
とても楽しみにしています。交換プログラムが終わると高校
も卒業し、大学に進むつもりです。この経験を通して自分の
視野を広げ異文化の探求し、新しい食べ物、言語、生涯に亘
る人間関係を楽しみにしています。カナダからの親善大使と
して、自分の経験をもとに異なる世界、習慣、文化に注目し
良い貢献をしていきたいと思います。
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特 報
ガバナー指名４代
かねてより第2730地区のガバナー指名が遅れがち
でしたが、この度、喜ばしい事に、今後４代の指名
が決定致しました。会員こぞって大拍手です。
2013-14年度ガバナー
2014-15年度ガバナー
2015-16年度ガバナー
2016-17年度ガバナー

（宮崎南RC）大

迫
（鹿 屋RC）田 中
（延岡東RC）野 中
（指 宿RC）大 重

三
俊
玄
勝

郎
實
雄
弘

現ガバナー
現ガバナーエレクト
現ガバナーノミニー
現ガバナーデジグネート

お知らせ

ガバナーノミニー

野中 玄雄 様

【略歴】

【ロータリー歴】

生年月日 1955年６月７日

職
主な学歴・職歴 大正大学仏教学部卒業
善正寺・今山大師・安楽寺住職
職

業 住

ガバナーデジグネート 大重
【略歴】

属 延岡東ロータリークラブ

入

会 1988年１月25日

職業分類 仏教
主な役職 2002−03年度 会長

勝弘 様
【ロータリー歴】

生年月日 1940年９月18日

師
主な学歴・職歴 昭和大学医学部卒 指宿浩然会病院院長
鹿児島県医師会副会長 指宿市郡医師会会長
職

所

業 医

所

属 指宿ロータリークラブ

入

会 1980年７月29日

職業分類 内科病院
主な役職 1986−87年度 会長

・クラブ事務所の住所変更のお知らせ
大口ロータリークラブ
連絡先
住 所

横山建築設計事務所
〒895-2705 鹿児島県伊佐市菱刈重留423-46
TEL.0995-26-3778 FAX.0995-26-3778

E-mail

yoko8839@jeans.ocn.ne.jp
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米山学友会報告
国境を越えたサポート
米山交換留学生

張

宏駿

中国から来た留学生の張宏駿です。六年前に
日中友好交流活動のために、交換留学生として
日本の高校に来ました。最初は鹿児島県で一年
間のホームステイを体験させてもらいました。
一年間の交流を通して、同級生と仲良くしてた
くさんの友達ができたうえに、日本の家族もで
きました。お互いに隠し事もなく何でも喋れる
ようになりました。中国の高校を卒業し、経済
が激しく発展する日本で勉強できるように、日
本の大学を受験しました。 今は宮崎大学の農
学部に所属していて、専攻学科は森林緑地環境
科学科です。今、主に森林の経済を学んでいま
す。
一年前にロータリー米山奨学金に応募し、受
かって来年の三月まで貴重な奨学金をもらうこ
とになっています。感謝の気持ちで胸がいっぱ
いです。毎月の第一月火曜日にロータリー例会
に参加させてもらっています。宮崎での各業種
のオーナーの方々にお会いできて、うれしいか
ぎりです。素晴らしい話を聞かせてもらって、
すごく勉強になっています。世話クラブとカウ

− 12 −

ンセラー制度を設けて、心のケアをすごく重視
してくれています。自分は宮崎ロータリークラ
ブに入って、卓話やクラブ・地区の奉仕活動、
交流活動を通じて、日本文化と社会に触れ合う
ことが増え、より日本という国を深く理解でき
ました。ロータリアンの振る舞いを見、奉仕精
神にすごく関心を持つようになりました。ロー
タリアンの方々は単に自分の仕事をするのみな
らず、社会に貢献しています。その影響で自分
は宮崎ローターアクトに入り、今後ロータリア
ンに引き継いで社会に自分の力を尽くしたいと
考えています。

中国に帰省した際、ガールフレンドと

VTT委員会からの報告

トピックス
▼平成25年８月19日（月）
宮崎日日新聞

福島キッズ大成功!!

日向RC（日高会長）、宮崎RC（池之上会長）、
宮崎南RC（小園会長）、古木部門長、山 田 委 員
長や多くの関係者の参加で無事、楽しい招待
のプログラムが開催できました。

ロータリー財団 GSE「学友」
2003−2004年度、ドイツ1840地区（ミュンヘン近郊〜以南）派遣
GSEチームの肱岡安枝さんの結婚式で、当時のメンバー全員集合。
右から、長嶺暢彦（旭化成）
、市来文子（明和食品）
、塚野安枝（旧姓肱岡）
、
赤塚晴彦チームリーダー（鹿児島サザンウインドRC）、
藤

喜一（藤絹織物）
（5名）。8月11日、霧島ロイアルホテルにて。
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

７ 月 の 寄 付 金 傾 向
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入 退 会 報 告
●入会者
ご入会、おめでとうございます。
■和田 利一 （都城西ＲＣ）
■永井 行雄 （都城北ＲＣ）
■南園 哲男 （都城北ＲＣ）
■田中 俊行 （都城北ＲＣ）
■河東 光浩 （都城ＲＣ）
■亀田 佳始 （都城ＲＣ）
■熊田原 敬 （日南中央ＲＣ）
■落合 孝俊 （日南中央ＲＣ）
■勝田 正志 （鹿児島東ＲＣ）
■福岡 由樹 （霧島ＲＣ）
■神戸 宣子 （延岡ＲＣ）
■小田 裕徳 （鹿屋ＲＣ）
■菊永 栄一郎 （鹿屋ＲＣ）
■松元 祐二 （伊集院ＲＣ）
■山本 政行 （指宿ＲＣ）
■下温湯 正弘 （指宿ＲＣ）
■小村 崇士 （指宿ＲＣ）
■河野 和子 （日向東ＲＣ）
■岡元 修一 （国分中央ＲＣ）

■長尾
■門松
■西田
■中村
■上野
■市來
■竹嶋
■前田
■新園
■富岡
■穂満
■木場
■鈴木
■田中
■松窪
■末松
■百野
■山田
■戸
■松岡
■松尾
■井料
■杉田

７月31日現在分
一徹 （西都ＲＣ）
民夫 （阿久根ＲＣ）
啓二 （阿久根ＲＣ）
健二郎 （阿久根ＲＣ）
康子 （阿久根ＲＣ）
秀作 （川内ＲＣ）
豊明 （川内ＲＣ）
やす子（鹿児島北ＲＣ）
輝男 （鹿児島北ＲＣ）
大作 （鹿児島東ＲＣ）
淳 （鹿児島 SW ＲＣ）
正人 （鹿児島 SW ＲＣ）
厚司 （鹿児島 SW ＲＣ）
一久 （鹿児島 SW ＲＣ）
寛 （鹿児島南ＲＣ）
史朗 （宮崎西ＲＣ）
正剛 （宮崎西ＲＣ）
晴久 （宮崎西ＲＣ）
勝利 （宮崎南ＲＣ）
哲央 （宮崎東ＲＣ）
隆寛 （加世田ＲＣ）
英明 （加世田ＲＣ）
憲亮 （宮崎北ＲＣ）

■仁田脇 雅之 （宮崎北ＲＣ）
■坂之下 育年 （宮崎北ＲＣ）
■木場 久男 （加治木ＲＣ）
■奥 智行 （鹿児島中央ＲＣ）
■佐藤 達也 （都城中央ＲＣ）
■富田 和美 （都城中央ＲＣ）
■池上 茂樹 （鹿児島ＲＣ）
■山田 泰貴 （鹿児島ＲＣ）
■吉田 浩己 （鹿児島ＲＣ）
■竹下
浩 （鹿児島ＲＣ）
■池谷 俊和 （鹿児島ＲＣ）
■松田 房雄 （延岡中央ＲＣ）
■坂下 利満 （小林ＲＣ）
■前原 和明 （小林ＲＣ）
■坂元 祐次 （きもつきＲＣ）
合計 ５９人
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●退会者
おつかれさまでした。
■新坂 雄三 （伊集院ＲＣ）
■濱田 健 （指宿ＲＣ）
■鮫島 哲也 （日向東ＲＣ）
■エリック ディクソン （西都ＲＣ）
■木場 久男 （加治木ＲＣ）
■弘中 康之 （宮崎ＲＣ）
■山下 充晃 （宮崎ＲＣ）
■松原 礼時 （奄美瀬戸内ＲＣ）
■竹添 裕二 （出水ＲＣ）
■山元 正明 （鹿児島西ＲＣ）
■鎌田 親雄 （都城北ＲＣ）
■姉川 聖和 （宮之城ＲＣ）
■松元 美智子 （串良ＲＣ）
■徳重 道夫 （鹿屋西ＲＣ）
■碇山 浩美 （鹿児島東南ＲＣ）
■田上 舜一 （えびのＲＣ）
2013年６月30日付で名誉会員へ
合計

１６人

新「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３

ロータリアンー人一人が、個人として、また事業および社会生活において、

日々、奉仕の理念を実践すること。
第４

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、

親善、平和を推進すること。
付記
「ロータリーの目的」の４つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行
動を起こさなければならないものであるということで、ＲＩ理事会の意見が一致し
た。
（ロータリー章典 26．020）

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、
私は以下のように行動する。
１．すべての行動と活動において、高潔性という中核的価値観の模範を
示すこと。
２．職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
３．高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専
門職における活動のすべてを倫理的に行うこと。
４．他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重
の念をもって接すること。
５．社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。
６．若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生
活の質を高めるために、自らの職業的才能を捧げること。
７．ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロー
タリーやロータリアンの評判を落としたり、不利になるようなこと
はしないこと。
８．事業または専門職上の関係において、普通には得られない便宜ない
し特典を、同輩ロータリアンに求めないこと。
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