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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。
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知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

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。

ロータリアン一人一人が、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。

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。

４つのテスト

言行はこれに照らしてから

１．真実か どうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか どうか

THE FOUR-WEY TEST

Of the thing we think,say or do

Is it the TRUTH?

Is it FAIR to all concenned?

Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

Will it be BENEFICIAL to all concerned?

第１
第2

第3

第4

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ている。
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当地区初の「グローバル補助金」活用
プロジェクトの実現

ガバナー挨拶

国際ロータリー 第2730地区

ガバナー 野 中 玄 雄
Nonaka Genyu

12月は「疾病予防と治療」月間です。「疾病予

防と治療」とはRI（国際ロータリー）の推奨す

る６つの重点分野のひとつです。

ご承知のように、６つの重点分野とは、１.平

和と紛争予防／紛争解決　２. 疾病予防と治療

３.水と衛生　４.母子の健康　５.基本的教育と

識字率向上　６.経済と地域社会の発展　のこと

です。

この月間の趣旨や活動状況は、ロータリーの

「友」12月号P18～20に詳しく記載されています。

ご参照下さい。

さて、これに関して、当地区の明るいニュース

をお知らせします。

それは、かねてからRIに申請しておりました

国際ロータリー第3000地区（インド、タミル・

ナドゥ州）とのグローバル補助金活用によるプロ

ジェクトがついに承認されました。名目は「健

全なる精神に向けての私たちの使命（Mission 

Mental Health）」というものです。プロジェク

トの内容は、先月号「月信」の当地区ジャパンカ

レントEクラブ・戸高豊文会員の紹介記事の通り

でありますが、〝精神障害に苦しむ人たちの生活

支援、職業訓練、偏見や差別を失くす運動〟を意

味します。

インドでは、精神障害者に対する偏見が著しく、

入院施設の不備や“神のたたり”とする虐待が社

会問題とされています。

今回のプロジェクトは、両地区からの資金援助

によって専門の医療保健チーム（医師・看護師・

ボランティア）を支援するものです。

ちなみに、当2730地区からはグローバル補助

金の中から３万ドル。実施地区からは１万１千ド

ル。そして、RIからの補助金４万１千ドルが加

算され、８万２千ドルのプロジェクトとなりました。

つきましては、来たる２月上旬に所定現地視察

にガバナー、地区幹事、財団部門長をはじめ、地

区代表チームをもって訪印の予定です。

いずれに致しましても、当地区待望のグローバ

ル補助金を活用しての初のプロジェクトの実現と

なりました。

これもひとえに、地区内クラブ会員の皆様方お

一人お一人のロータリー財団に対する理解と協力

の賜物です。

それによって、今年度RIテーマ「世界へのプ

レゼントになろう」が、遠い世界の地域に対して

具体化できました。心から感謝申し上げます。

光陰矢の如し。今年も残すところ１ヶ月。ロー

タリー年度では上半期から下半期への折り返しの

時期となり、次年度への動きも始まります。

“家族と共にロータリー”“地域に根ざすロータ

リー”“世界につながるロータリー”とは、先の

地区大会テーマですが、地区モットー「奉仕は力！

活かそう例会」のさらなる実現に向けて共に邁進

してまいりましょう。

どうぞ、各クラブの皆様方には、益々ご健勝に

して輝かしき新年をお迎え下さい。
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ガバナー公式訪問報告

ガバナー公式訪問報告

会長　白石　和弘
野中玄雄ガバナー、小牧紘一

鹿児島県北部ガバナー補佐をお
迎えしての公式訪問が７月29日
の水曜日に無事に終了致しまし

た。例会では新入会員があり、野中ガバナーに直
接バッジを付けていただきました。

クラブフォーラムでは、テーマに有った「ふる
さと自慢、クラブ自慢」と「こうすれば会員増強」
を２人の会員に発表していただきました。

今年度は目的の一つにロータリアンの家族の理
解と協力を深める、と言うことで会員の半数近い
配偶者の方々の参加をいただきました。女性会
員、会員の配偶者との懇談会は会員も一緒になっ
ての懇談会でガバナーにアドレスをいただき和や
かな中に終わり配偶者の皆様方にも大変好評をい
ただきました。

今後は会員増強に努め、いろいろ丁寧にご指導
いただいた事を今後に生かして、クラブ運営に努
力していきたいと思います。最後に野中玄雄ガバ
ナーの今後益々のご健勝ご活躍を祈念申し上げま
す。

会長　佐藤　一秀
ガバナーの方針である女性会

員、会員の配偶者などいわゆる
女性重要方針を唱えられていま

す。すなわちロータリーは家族が大事だと考え
RI会長の「世界のプレゼントになろう」のプレ
ゼントはロータリーの奉仕、さらに世界とは家庭
であり、職場であり、クラブも私たちロータリア
ンにとって大事な世界なのです。こういう意味か
ら例会出席も家族、職場の理解が大切であると言
っておられます。

クラブフォーラムのテーマ「奉仕は力！活かそ
う例会」の発表で我がクラブのチャーター会員が
例会出席の時に社長の机の上に「ただいま社長は
ロータリークラブ例会に出席で留守にしています」
と掲げて例会時間を明記し（12：30～13：30）
14時ごろ帰ります。職場の皆、家族の理解で例
会出席がスムーズに行ったと発表しましたらガバ
ナーも非常に感心しておられました。

また、ガバナーの祖先は、我が伊佐市の出身で
またまた親近感を覚え非常に楽しい公式訪問でし
た。有難うございました。

地区大会へは、夫人同伴で５組が参加すること
になり大変楽しい思い出を作ることもできました。

 鹿児島県北部分区  宮之城ＲＣ  鹿児島県北部分区  大口ＲＣ
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会長　谷口　博盛
９月29日に野中玄雄ガバナー

をお迎えしての公式訪問が実施
されました。今回の公式訪問に
おいては、今までの公式訪問と

は少し違った取り組みで「配偶者、女性会員、３
年未満の新会員」との懇談会が例会前に行われま
した。また、新会員の入会式、誕生月の会員への
プレゼント贈呈等も行い、とても和やかな雰囲気
で行われました。

ガバナーにおかれましては、志布志ＲＣの強い
ところと弱いところを的確に判断され、クラブに
対し具体的なアドバイスをして頂けました。例会
における内容について４つのテストの唱和方法、
握手の大事さ、例会席順の工夫等、出席率向上や
楽しい例会作りを目指してほしいと具体案を示さ
れました。またＣＬＰ導入時の理事員数の増員を
行うと新たに理事となった会員の意識向上につな
がるとのアドバイスもいただけ、次年度ＣＬＰ導
入を目指す志布志ＲＣとしては大変実り多い公式
訪問となりました。

会長　田中　穂積
10月 １ 日 第 一 例 会 に 於 い て

2015～2016年度　野中玄雄ガ
バナー、久木山元成ガバナー補
佐をお迎えして公式訪問が開催

されました。
今回の公式訪問は、地区の基本方針である「奉

仕は力！活かそう例会」と活動計画の「全会員の
出席を促す」「ロータリーファミリーの基盤とな
る配偶者の参加を促す」「新会員、女性会員、配
偶者の皆さんとのミニ懇談会を行う」に基づき行
われました。会員のご夫人４名がミニ懇談会と例
会に同席しての開催で、当クラブ始まって以来の
ご夫人同席の例会になり、ロータリーファミリー
の基盤づくりの一歩にもなりました。

懇談会では、野中ガバナーを交え入会３年未満
の会員とご夫人による意見交換となりロータリー
の理解と発展に繋がる機会になったと思います。

フォーラムでは、テーマに沿い３名の会員によ
る発表を行い、当クラブの活動の取り組み状況を
ご報告することができました。

野中ガバナーより「クラブの伝統を尊重しつつ
和気藹々の雰囲気の中でロータリーの目的に向
かって邁進している」「地域社会に対して集団献
血や花いっぱい運動などロータリーを効果的にア
ピールしている」など当クラブの活動の評価と今
後の発展に向けて適切なアドバイスを頂き有意義
で活発な公式訪問となりました。

この１年「ロータリーを楽しもう」を合言葉に
「奉仕と親睦」を大切に活動していきたいと思い
ます。

会長　宮脇　誠
去る10月１日、野中玄雄ガバ

ナーをお迎えし2015-2016年度
公式訪問例会が開催されました。
野中ガバナーをはじめ随行者の

皆さま、遠い所お越し下さり本当にありがとうご

 鹿児島県東部分区  志布志ＲＣ

 鹿児島県東部分区  かのや東ＲＣ
 鹿児島県東部分区  南九州大崎ＲＣ
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ガバナー公式訪問報告

ざいました。今年度は会員の配偶者を含めての懇
談会・例会となり、初めての試みでした。非常に
緊張しましたが例年にない雰囲気・嫁々会の皆さ
まのお話も聞くことができ、とても有意義な時間
となりました。今年度ももうすぐ折り返し地点と
なりますが、初心に帰り「奉仕は力！活かそう例
会」をモットーに今後も邁進して参ります。

会長　宇都　和治
８月24日、第1781回例会に野

中地区ガバナー並びに藤原和則
地区幹事をお迎えしガバナー公
式訪問例会として開催させてい

ただきました。例会前に、３年未満の会員、クラ
ブの女性会員並びにひまわり会（会員夫人）との
懇談会の時間を取っていただき、ロータリーファ
ミリーの在り方など数々の激励等をいただきまし
た。皆さんガバナーの優しい人間味あふれる対話
に、又、ウィットにとんだ話し等に緊張していた
雰囲気がいつしか打ち解けあい、友和のムードに
変わりました。和やかな懇談会の場となりまし
た。過去のガバナー訪問には見られなかった企画
であり、とてもハッピーな気持ちになりました。
又、クラブフォーラムでは与えられたテーマ「奉
仕は力、活かそう例会」と題して３人の若い会員
に活動発表をさせていただきました。その後、ガ
バナーアドレスを頂き、ポイントとなる話ばかり
でした。クラブ活性化には家庭や職場の理解が大
事であり、女性会員の増強が急務であることをお
話しいただき、又、ロータリーアピールポスター
を活用してロータリーの理解、認知度を高めよう

とのアドバイスも頂きました。ＲＩ会長の「世界
へのプレゼントになろう」のテーマについてもわ
かりやすく解説していただき、目的が具体的に明
確に理解できた感じを受けました。

クラブ結成40周年の節目のスタートでありま
す。会員一同団結して本日より心新たに前進して
まいります。数々の貴重な示唆をいただきありが
とうございました。感謝申し上げます。

会長　中島　暫
８月27日の公式訪問では、野

中玄雄ガバナーにおかれまして
は肉体的にも精神的にも御疲れ
の御様子もなく、色々とご指導、

ご教示を下さり、大変ありがとうございました。
「奉仕は力」「活かそう例会」「世界へのプレゼン
トになろう」等々の根本的な信念を各ロータリア
ンに徹底させることは誰にでもできることではあ
りません。公式訪問の際は、野中ガバナーの御人
柄の御蔭でリラックスした公式訪問の雰囲気と
なりました。会員にも分からないことがあれば
2730地区ガバナー兼延岡今山大師寺「ラビ」野
中玄雄住職兼教誨師に御教えを受けるようにと話
しました。御健康に充分留意されて、我々の啓蒙
をよろしくお願い致します。

 鹿児島市内分区  鹿児島中央ＲＣ  鹿児島市内分区  鹿児島北ＲＣ
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会長　佐藤　俊一
野中ガバナーと日高ガバナー

補佐を迎えて公式訪問が始まり、
例会前の入会３年目未満の会員・
女性会員・会員の配偶者との懇

談会では、多数の参加があり、野中ガバナーが会
員や配偶者へ指名をして熱心に懇談され時間が足
りませんでした。例会においては、我がクラブよ
り川原会員のガバナー候補者推薦状を提出する事
を発表して、野中ガバナーに激励を頂きました。
クラブフォーラムは32名の出席で、今年度の大
きな３事業について各委員長に発表頂き再確認し
ました。

会長　大山　周一
公式訪問の初回訪問地である

奄美では、分区３クラブあげて
野中ガバナー御一行をお迎えさ
せて頂きました。

公式訪問例会にはガバナーの呼びかけに応じ
９名の会員夫人も参加して、いつもとはひと味違
う華やかな例会となりました。クラブフォーラム
では「奉仕は力!活かそう例会」のテーマのもと、
松岡幸之助君による「ふるさと自慢クラブ自慢」、
門叶充弘君による「会員増強・出席率向上」、鳥
入大君による「家族に職場にロータリー」とそれ
ぞれに発表をしてもらい、ガバナーのご意見を伺
いながら、ロータリーに対する理解を深める大変
有意義な時間を、参加者それぞれ過ごさせてもら

いました。（幹事／嘉川　康之）

会長　中村　勝郎
野中ガバナー初回公式訪問が

私たち奄美中央クラブとなり、
台風の接近するなか、地区役員
さんと共に早朝の空路便で奄美

入りされ、地元新聞２社を訪問されロータリー活
動はじめ、地区方針について詳しく話されました。

私たちクラブと延岡東クラブは長年友好関係で
あるため、親しみを感じながらの役員と懇談会、
なでしこ会、例会、クラブフォーラムでありまし
た。ガバナー一行の歓迎会で野中ガバナーが奄美
民謡を歌われ、大変感動して印象に残る歓迎会で
ありました。本年度のクラブ指針は「地域と共に
喜びと感動」であります。公園清掃や児童福祉施
設との交流や花木植樹は実施して参ります。

会長　向野　忍
７月８日、野中玄雄ガバナー、

鶴代令夫人、田島幹洋地区幹事、
喜入厚ガバナー補佐、都合10名
お迎えし公式訪問を開催しまし

 鹿児島市内分区  鹿児島サザンウインドＲＣ

 奄美分区  奄美ＲＣ

 奄美分区  奄美瀬戸内ＲＣ

 奄美分区  奄美中央ＲＣ
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ガバナー公式訪問報告

た。特に今回、野中ガバナーの新たな取り組みと
して懇談会と例会に配偶者のご夫人に出席して頂
き、改めてロータリーの活動を理解してもらう良
い機会を得ました。ガバナーアドレス等でクラブ
運営や会員増強等ご教示頂きました。これらを糧
に、今後RIテーマ「世界のプレゼントになろう」
の実践に向け「親睦と奉仕、まず身近な世界で」、
奄美３RC合同で、障害者や子ども達とのヨット
レース（ロータリーデー ）等を成功させたいと
思います。

会長　鬼束　忠男
野中玄雄ガバナー公式訪問は、

平成27年９月16日（水）ホテル
シーズンにて開催されました。
会員36名中出席者32名、ご婦人

の出席者４名、合計36名でした。
当日は、入会３年未満の会員、女性会員、会員

の配偶者との懇談会の中で、野中ガバナーより、
ロータリーについて、ガバナー方針について、分
かり易くお話しいただき有難うございました。入
会の浅い会員も参考になったかと思います。また、
ガバナーの奥様から「カトレア会」についてお話
しいただいたことも、今後の会員夫人の会の参考
になりました。

また、その夜は日南RC、日南中央RC、串間
RC、合同懇親会にご出席頂き有難うございまし
た。今後の野中ガバナーのご活躍をご祈念申し上
げます。（幹事／竹井　崇利）

　

会長　米衛　和幸
平成25年９月16日に野中ガバ

ナー、藤原地区副幹事をお迎え
して公式訪問例会を開催致しま
した。最初に会長・会長エレク

ト・幹事の懇談会でクラブの近況等をお話しし、
ガバナーの視点からいろいろとご意見、アドバイ
スを頂きました。引き続き入会３年未満の会員、
会員の配偶者も合流し和やかに意見交換をさせて
頂きました。その後例会、クラブフォーラムとな
り３つのテーマに沿って３名の会員に発表をして
頂き、講評も頂きました。年に１度のガバナーと
身近にお話をさせて頂く公式訪問を100％出席で、
配偶者も交え開催できたことを野中ガバナー、藤
原地区副幹事、そして会員の皆様、配偶者の皆様
に心より感謝とお礼を申し上げます。

 宮崎県南部分区  日南ＲＣ

 宮崎県南部分区  日南中央ＲＣ
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会長　飛永　善康
９月17日（木）の例会日に合

わせて公式訪問していただきま
した。

野中ガバナーを迎えること、
それだけでも私たちにはプレゼントになりました。
公式訪問時には串間ＲＣは会員が13名でしたが、
全員出席でした。ガバナーの「御夫人も訪問にお
呼びしたい」というびっくりぽん！発言。

当日は都合のついた配偶者や３年未満の会員も
参加した懇談会、例会、クラブフォーラムでした
が、今回初めて配偶者を招いたことにより、ロー
タリアンの家族の理解が深まったプログラムと感
じました。家族や職場の理解と協力も必要、会員
本人も研修に積極的に参加してロータリーを学ぶ
意識改革も必要であると自覚すること、それがわ
かりました。奉仕は会員だけではできない、協力
者の存在があることを知ることだと理解できまし
た。ガバナーのこの指とまれの「奉仕は力！活か
そう例会」の号令に一声総活躍を掲げ、その一助
になりたいと思います。今こそ世界の平和に貢献
するために人道的奉仕プロジェクトにも協力し「世
界へのプレゼント」として、人のため世のために
尽くす。大人も子供もいきいきした豊かな暮らし
がそこにありますように、そうありたいと思いま
す。ご遠方よりどうもありがとうございました。
今回の公式訪問が希望のある良い船出になったと
確信しました。心より感謝申し上げます。

会長　桐明　桂一郎
野中玄雄ガバナーには９月13

日、当クラブを公式訪問してい
ただきました。地区事務所会議
室で開催した、野中ガバナーを
囲んでのリアル例会には会長以

下10名の会員が出席し、和やかな雰囲気の中で
活発な意見交換ができました。野中ガバナーから
はWebサイトの例会という新しい形のクラブな
のに違和感がなく、トラブルもなく順調に運営さ
れていることやポリオ撲滅のための街頭募金など
奉仕活動にも積極的に取り組んでいることを評価
していただき、創立２年目の私たちのクラブにと
って大きな励みとなりました。

会長　古賀　和美
当クラブは９月１日に公式訪

問を受けました。クラブフォー
ラムであらかじめ指定されてい
た３つのテーマのうち、「クラブ

自慢」のテーマで「フレンドシップ委員会」をと
りあげました。この委員会は姉妹クラブ・友好ク
ラブ・OB会との交流をより円滑に行い、相互の
理解・親睦を深めることを目的に設立され、こ
としで２年目を迎えます。特にOB交流会は現在
160名の登録があり、宮崎、東京・大阪・福岡で
毎年、４回開催され、今年で８年目を迎えます。
この特徴的な委員会に対してガバナーからも高い
評価を得ました。

 宮崎県南部分区  串間ＲＣ   2730 ジャパンカレントロータリーＥクラブ

 宮崎県中部分区  宮崎ＲＣ
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ガバナー公式訪問報告

会長　岡崎　優
去る９月４日野中ガバナーに

よる公式訪問例会を開催させて
いただきました。当日は国際ロー
タリー、ラビンドランＲＩ会長

より西クラブの松田会員宛にソウル国際大会にお
いて新会員推薦者のためのレセプションへの招待
状が届くことになっています旨の発表が出来まし
た。また当日新入会者の入会式もあり、野中ガバ
ナーにはバッチをつけていただきました。

クラブフォーラムではテーマ「奉仕は力！活か
そう例会」と称して会員３名の「ロータリーに入っ
て」と題しての発表をし、野中ガバナーの大変有
意義な講評をいただきました。

会長　戸郷　義広
公式訪問が無事終了されまし

てお疲れ様です。ファミリーと
のロータリーを、ガバナーが希
望されていますが、意向は伝え

ますが個人的な分野に入るわけでありまして困難
におもいます。クラブフォーラムでのテーマに対
する内容の発表は良かつたのではと思います。若
い会員が入会しまして、しばらく調和の取り方も
注意をと考えています。「活かそう例会」の地区
テーマは会長として、楽しい例会を最大の目標に
しています。卓話内容もユーモアを取り入れてい
る内容でございます。

最後になりますが残りの任務をしつかり果たし、
会員とロータリーの目指す方向性を大事に努めさ
せていただこうと考えています。

公式訪問ありがとうございました。

会長　千葉　百合子
私共宮崎南ＲＣへのガバナー

公式訪問は９月７日の夜間例会
となり、45番目くらいではなか
ったでしょうか？お疲れの様子

もなく奥様共々お出掛けいただきました。
お話しを聞かせていただく中で歯切れのいい、

そして、その温厚な眼差しに今迄緊張していた私
達でしたがホッと温かい気持ちになり会員一同楽
しい時間でした。

クラブ例会が100％できたのもガバナーの人柄

 宮崎県中部分区  宮崎西ＲＣ

 宮崎県中部分区  宮崎北ＲＣ

 宮崎県中部分区  宮崎南ＲＣ
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でしょう。二人の会員のフォーラムも感動的な話
に選んだ私自身興奮させられました。

ハイ・タッチをしながらお互い手を合わせ、こ
れからもロータリーライフを楽しみ、奉仕の心を
みがき誰かのためにみんなのために…と会員一同
活動を広げていき仲間を募ります。

会長　藤原　昭公
９月３日のガバナー公式訪問、

言い訳かもしれませんが、夜間
例会ということもあって、全員
出席には遠く及びませんでした。

しかし、会長、会長エレクト、幹事との懇談会を
40分、入会３年未満の会員、女性会員、会員の
配偶者との懇談会を30分と有意義な話し合いの
中で野中ガバナーの的を得た含蓄のあるアドバイ
スを頂戴することができました。また、例会後の
クラブフォーラムでは、会員による当クラブの自
慢話をお聞かせすることができ充実したひと時で
した。

会長　平木　泰英
宮崎東ロータリークラブは、

９月７日（月）に無事に公式訪
問を終えることが出来ました。
ロータリアンの家族の理解と協

力を深めるとの事で、奥様の出席、会員の会社
社員の出席等も10名ありました。又、出席100％
も達成でき私としても満足しております。フォー
ラムの発表も３名の方に各テーマで発表頂きまし
た。会員数も今年度に入り４名増でき、益々宮崎
東ロータリークラブが発展する事を願い報告と致
します。

会長　野間　隆文
西都ロータリークラブの今年

度のテーマ：『誰か』に『何か』
を実践しようとスタートした今
年度ですが、まだ２か月余り、

十分な成果もなく、これからという時の公式訪問
でしたが、野中玄雄ガバナーの優しい人柄に触れ
て、こちらが恐縮し、自分でやらなければとの思
いを募らせるガバナー公式訪問でした。

アドレスも新情報をすぐに取り込んで発表され
て、感心しきりでした。

頑張らねばとの思い沸き立つ公式訪問でした。

 宮崎県中部分区  宮崎東ＲＣ

 宮崎県中部分区  宮崎中央ＲＣ

 宮崎県中部分区  西都ＲＣ
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ガバナー公式訪問報告

会長　日高　邦孝
野中玄雄ガバナー、橋口正樹

ガバナー補佐をお迎えしての公
式訪問は９月２日でした。入会
３年未満の会員５名、女性会員

２名、配偶者２名を交えての懇談会の中で質疑応
答の場を設けて頂き、参加者は ロータリーへの
感心も深まったのではと感謝しています。野中ガ
バナーが何時もおっしゃっておられますRI会長
のラビンドラン氏の言葉であります「私達の人生
の価値はどれほど得たかでなく、どれほど与えた
かによって判断される」又、地区のサブテーマで
もあります「奉仕の力！活かそう例会」を会員全
員で共有していくと共に有意義な公式訪問となっ
た事に深く感謝申し上げます。

会長　佐藤　信博
ガバナー公式訪問を通じ、延

岡クラブの素晴らしさと会員が
いかに我がクラブを愛している
かを再認識する事ができた。

それは、クラブフォーラムにおいて内田、久米、
荒武の３会員が①「ふるさと自慢、クラブ自慢」、
②「こうすれば、会員増強？」、③「家族に、職
場に、ロータリーメッセージ」の３テーマに対し、

『延岡の素晴らしさ』、『自分が何より楽しんでい
るから、貴方と一緒にクラブ活動をしたい、貴方
のためになる』と誘える、『自ら楽しみ活動する
ことが家族・職場での理解のポイント』とそれぞ
れ熱く語ったからだ。

会員パートナーも12人参加し、ロータリー理
解への一助になった。

会長　有村　誠
延岡東 RC は、10月５日、65

クラブ最後の公式訪問でした。
まず、女性会員（２名）３年未
満の会員（15名）配偶者｛カト

レア会（21名）｝との懇談会では、総勢38名の参
加をいただきました。続いての例会では、総勢
79名の参加をいただきました。そして、ホーム
クラブ出席100%例会も達成することができまし
た。野中玄雄ガバナーのアドレスでは、これまで
の公式訪問でのトピックスの紹介があり、参考に
なるお話でした。最後のクラブフォーラムでは、

 宮崎県中部分区  佐土原ＲＣ

 宮崎県北部分区  延岡ＲＣ

 宮崎県北部分区  延岡東ＲＣ
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塩月隆久会員・竹内圭介会員・木村重俊直前会長
の３名から発表をしていただきました。地区大会
を目前に控えた引き締まった中にも和やかな公式
訪問となりました。

会長　大原　一
私達のクラブの公式訪問は、

年度が明けて早々の７月17日
（金）でした。

今回は、会員の配偶者とも懇
談会をしたいとの事で、ガバナーの意気込みを感
じ、すごくプレッシャーを感じていました。しか
し、懇談会が始まると、ガバナー及び鶴代夫人の
ご配慮もあり和やかな雰囲気で進行する事ができ
ました。

お二人のお人柄に尊敬と感謝の念を抱いた次第
です。

しかし、ガバナーアドレスではＲＩ会長テーマ
「世界へのプレゼントになろう」を言葉は軟らか
く説明されましたが、話の内容としてはすごく重
く感じるものがありました。

また、サブテーマ「奉仕は力/活かそう例会」
も実践に移すにはハードルが高いように感じてい
ます。しかし、その高いハードルを乗り越え、会
員の増強、出席率の向上に、クラブ全体で目標に
向かって取り組んでいるところです。

野中ガバナー及びご令室様には改めて感謝申し
上げます。有難うございました。

会長　黒木　耕作
今年度の我クラブの公式訪問

は年度初めの７月14日でした。
例会ではガバナーにアドレスを
いただき、記念撮影後クラブフ

ォーラムと限られた時間でしたが有意義な公式訪
問となりました。５人の女性会員もそれぞれに自
分の意見を言っていただき野中ガバナーの提唱さ
れておられました配偶者の出席は少なかったもの
の我がクラブの特徴は理解していただけたものと
思っています。ありがとうございました。

会長　上水　正喜
えびの RC では９月10日、待

ちに待った野中ガバナー御一行
をお迎えすることになりました。
御到着早々クラブ会長等との懇

談会を皮切りに、最後のクラブフォーラムまで熱
心にご指導を頂いたところです。厚く御礼申し上
げます。そして今回の公式訪問で特筆すべきこと

 宮崎県北部分区  日向ＲＣ

 宮崎県北部分区  日向東ＲＣ

 宮崎県西部分区  えびのＲＣ
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ガバナー公式訪問報告

は、やはり会員配偶者とガバナーとの懇談が実現
したことであり、のみならず懇談終了後、直ちに
えびのRC女性会員と会員夫人による「クリスマ
スローズの会」が立ち上がったことです。歴史あ
るえびのRCの今後の更なる発展にとり、非常に
意義あるガバナー公式訪問となりました。 

会長　高山　博
９月９日夜の部で野中玄雄ガ

バナーをお迎えして公式訪問が
行われました。「ロータリアンの
家族の理解と協力を深める」と

いう目的で、会員の配偶者との懇談会が開催され、
７名の会員の配偶者が参加し、ガバナーを囲んで
和やかに懇談会が行われました。クラブフォーラ
ムでは、「奉仕は力！活かそう例会」のテーマを
もと３名の会員が題材ごとに発表し、適切な講評
をガバナーから頂き、有意義な公式訪問となりま
した。その後、小林中央、えびのロータリークラ
ブのメンバーも加えての懇親会を開き、親睦を深
め、楽しい時間を過ごしました。

会長　塩屋三智年
さる９月10日、2730地区内48

番目の公式訪問を受けました。
例会前の入会３年未満の会員、
女性会員、会員配偶者との懇談

会では、野中ガバナーとテーブルを挟んで近い距
離で率直な意見交換ができ、ガバナーのお人柄に
も触れることが出来ました。続く例会では、是非
とも会員ご夫人の会を立ち上げて欲しい旨を力説
され、それがクラブの活性化にも繋がるとの強い
思いを述べられ、又クラブフォーラムでは３つの
テーマに即して３名の会員が意見発表を行い、ロ
ータリークラブの魅力を発信出来たのではないか
と思える公式訪問でした。 宮崎県西部分区  小林ＲＣ

 宮崎県西部分区  都城中央ＲＣ
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年次大会報告

　2015-2016年度RI第2730地区ローターアクトの第44回地区年次大会が11月14日（土）15日（日）の両日にわた
り鹿児島県大隅半島の鹿屋市で開催されました。大会テーマ「OneStepあなたの一歩が」を掲げ野中ガバナー、田中
副ガバナー、来賓に中西茂鹿屋市長を迎え開会式が執り行われました。提唱クラブである鹿屋ロータリーの全員登録
をはじめ地区内各所から多くのロータリアンの参加を頂き、またローターアクトでは東京、愛知、京都や九州内の８
地区約30名のアクターをはじめ、地区青少年交換委員会より１名の留学生、１名のROTEXの参加も頂き、総勢117
名の参加者で盛大に開催されました。開会式に引き続き地区内20クラブの活動報告がなされ、その後昨年の優秀クラ
ブに対する表彰が行われ、最優秀クラブに都城RACが選ばれました。会場を移しレセプションも和やかに開催され、
その後の二次会も深夜まで盛り上がったようです。
　翌日はメインプログラム『スポーツGO!ME!拾い』が秋晴れの中行われました。７～８名が９つの班に分かれ鹿屋
市役所起点に１時間かけて市内のごみを拾ってくるというもので、最終的に拾ったごみの重量で順位を競うものです。
中には自転車も有り、ゴミの総量はトラック２台分ほどが集まりました。ローターアクトの地区ターゲット「アピー
ル」のもと鹿屋の地域に少しでもアピールできた催しだったと思われます。最後に閉会式が行われ、岩澤地区青少年
奉仕委員長の所感を頂き、２日間が無事終了しました。ローターアクト第44回地区年次大会に参加してよかった、知
らない土地だけど『OneStep』を踏み出すことが出来た、そしてこれからもローターアクターがさまざまなステージ
で『OneStep』踏み出すことで地域を照らす光となれれば幸いです。（報告者：地区ローターアクト委員長　中間　博英）

ローターアクト  第44回地区年次大会報告
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ＩＭ報告

　IM 報告（宮崎県中部分区）

テーマ「これからのロータリー　共に学び　共に歩む」
今回、11月７日（土）西都市ウェデイングパレス敷島にて、西都ロータリクラブの主催で標記のＩＭ （Intercity  
Meeting） が開催されました。ＩＭ は一応、ガバナー補佐の主催となっておりますが、事実上西都ロータリークラブ
全員参加で行われました。      
      
1．今回はこれまでと違って野中ガバナーの御意向ににより、本来のＩＭに近くなった様に思います。
　 違いと特徴をお話しします。      
　　（１）分区単位で行う。今までは２分区で分担して行っていた。
　　（２）懇親会を行う。これまでは無し。過去に押川ガバナーノミニーがガバナー補佐時代にやられた事がある。
　 　　　ＩＭでは懇親を深める事も、重要な目標です。
　　（３）2730地区最初のＩＭ。私が知る限り初めて。
　　（４）野中ガバナー始め、大重ガバナーエレクト、押川ガバナーノミニー３人の方々が出席。
　　（５）少人数のクラブ（22人）で、全員参加で行った。

２．I Mの構成      
　　開　会　14：30～15：50　大重ガバナーエレクト　30分 …… 124人
　　　　　　16：00～16：50　野中、大重、押川 ……………………   〃
　　懇親会　17：00～19：00　大盛会でした。 ……………………… 78人

３．内　容      
　　（１）大重ガバナーエレクトは最初に約30分 “100歳まで生きる”と題して、画面に出して懇切に教えて頂いた。
　　　　 参考になる点が多く冊子にして頂きたいと思った。      
　　（２）後半は各クラブから出た質疑に３氏が回答された。最初に宮崎南ＲＣの千葉会長の会員増強の件で、 
　　 　　1.女性会員で主婦の職業分類の方はいるのか。      
　　　　２.女性会員を認めないクラブが存在する。      
　　　　　　回答 １： 2730地区には存在しないと思うが調査する。      
　　　　　　回答 ２： 2730地区に数クラブ存在する。      
　　（３）そ の 他      
　　　　１.宮崎西　地方創生へのＲＣの取組について     
　　　　２.高   鍋　例会出席、食事、卓話
　　　　　　　　　 ロータリーの友に何故、国際ロータリー及び財団の財務諸表が公開されないか。
　　　　１.佐土原　会員配偶者による代理出席が認められる可能性があるのか。

宮崎県中部分区　ガバナー補佐　橋口　正樹
　ホストクラブ西都ＲＣ　会長　野間　隆文
 〃　　ＩＭ実行委員長　押川　伸生

11 月７日（土）14：30 〜19：00
於：ウェディングパレス敷島

田中直前Ｇ・大重Ｇエレクト・野中Ｇ 懇親会終了〝手に手つないで〟 主催クラブ〝西都ロータリークラブ〟会員
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　IM 報告（鹿児島市内分区）

鹿児島市内分区　ガバナー補佐　日高　文治（鹿児島南ＲＣ）

テーマ「あなたの身近にある血液ガンATL〜鹿児島県は先進国で世界一多い地域です〜」
ＲＩ第2730地区鹿児島市内分区のインターシティミーティング（ＩＭ、都市連合会）は11月15日（日）、鹿児島中
央駅前のよかセンター・多目的ホールで開催されました。
　この日は、10月末から鹿児島県内各地の会場で繰り広げられてきた国民文化祭のフィナーレなど催事多数で、参加
者数に不安がありましたが、110名（うちロータリアン以外35名）を数えることができ、ホストの鹿児島南ＲＣ等関
係者は安堵するとともに、各クラブの協力に感謝でした。
　県内でのＩＭ開催は、従来の全県単位から分区単位に変更されて今年で２年目。ロータリーの地域密着型社会奉仕

「ＨＴＬＶ―１感染症の現状について」のテーマで、研究者の立場から鹿児島大学名誉教授の有馬直道様、自らも患
者ながら精力的に活動されている患者団体・特定非営利活動法人スマイルリボンの代表、菅付加代子様のお二人に講
演をしていただきました。
　ＨＴＬＶ－１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）が原因のＡＴＬ（成人Ｔ細胞性白血病）は〝血液のがん〟とも言われ
る難病で、南九州なかでも鹿児島県は先進国で最も多い地域とされています。
　ＩＭのテーマは従来、ロータリー関係事が普通でしたが、地域特有の感染症の実態と取り組みの実情を知ることは
ロータリアンにとって意義深いと捉え、併せて私たちにできることはないかを考える機会とする狙いがありました。
　講演後の質疑タイムでは活発な質問、意見があり、テーマへの手応えとロータリアンのロータリー精神を強く感じ、
今回のＩＭのひとまずの成功を実感した次第です。
　また、この日はＩＭに併せて実施したロータリーデー。会員外の来場者に向けて、ロータリーの誕生や現在の組織
状況、著名会員のほか、ポリオ対策で顕著な実績を上げ、撲滅が目前にあることなどを紹介。「一緒に活動しましょう」
とＲＣへ入会を呼びかけました。
　会場内にスペースを設けた講演の合間のコーヒーブレイクも好評でした。
　関係の皆様のご理解、ご協力に改めて感謝とお礼を申し上げます。

 「プログラム」（参考）
　　司会：永田芳郎（鹿児島南ＲＣ幹事）
　　14：00　開会宣言（萩原隆志ＩＭ実行委員長）
　　　　　　 点鐘（内村文泰Ｇ補佐）、国歌斉唱、ＲＳ（奉仕の理想）、
　　　　　　 ホストクラブ挨拶（武井美智子鹿児島南ＲＣ会長）　
　　14：10　Ｇ補佐挨拶（日高文治Ｇ補佐）
　　14：20　講演「鹿児島から全国へ、スマイルリボンが望む今後の対策」（菅付加代子様スマイルリボン代表）
　　15：10　コーヒーブレイク
　　15：35　講演「鹿児島に多い白血病のお話：現状と展望」（有馬直道鹿児島大学名誉教授）
　　16：25　講評（内村文泰Ｇ補佐）、閉会の辞（上川咲男ＩＭ副実行委員長）
　　16：30　点鐘（日高文治Ｇ補佐）

11 月 15 日（日）14：00 〜16：30
於：よかセンター・多目的ホール

参加者メンバー ＩＭ実行委員メンバー コーヒーブレイク

内村文泰Ｇ補佐 日髙文治Ｇ補佐
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トピックス

　　　　　 　「古紙回収事業」

「クリスマスローズの会が発足」
　９月 10 日、えびのロータリークラブにおいて「えびのロー
タリークラブ夫人の会」、通称「クリスマスローズの会」が
発足致しました。
　この日は野中ガバナーが公式訪問をされた日。例会に先
立って開催された「女性会員と配偶者との懇談会」において、
ガバナーより「夫人の会」の設立を促されたのがきっかけ
でした。趣旨に賛同してその場で発足を決め、同時に会の
名称と第１回のイベント内容も決めました。
　そして、11 月 17 日、１回目のイベントとして「クリス
マスローズの七宝焼きブローチ作り」が行われました。地
区大会で元ＲＩ会長田中作次様に差し上げたものと同じブ
ローチです。参加者全員全くの初心者でしたが、ロータリ
アン夫人である関田昌先生の丁寧なご指導のお陰で、３時
間後にはすてきなブローチができあがり参加者全員達成感
に浸りました。また制作の間は日頃会わない者同士もおしゃ
べりで盛り上がり、学びと交流を両立した貴重な時間とな
りました。
　参加者からは早速次回開催の要望が出され、年明けには
ロータリアン宅にて本格ピザ釜でのピザ作りに挑戦する予
定です。
　えびのロータリークラブでは、今年ローターアクト再開
に引き続き、今また夫人の会が誕生しました。ロータリー
ファミリーは多様な学びと交流そして奉仕活動の源ですの
で、その拡大はより活発で豊かなロータリー活動を生み出
してくれると確信しています。皆さん忙しい方たちばかり
ですので、まずは無理をせず楽しく続けていきたいと思っ
ています。地区内にはすでに多くの夫人の会があると思い
ますが、機会があれば他クラブとの交流も考えています。
生まれたばかりのひよっこですがどうぞ末永くよろしくお
願い致します。そして多くの姉妹「夫人の会」の誕生をお
待ちしています。

（「クリスマスローズの会」事務局　石坂　乃里子）

トピックス

伊集院 RC		

宮崎西 RC		

えびのRC		

　古紙回収事業は 1976 年７月から行っており今年で 40 年
となります。「奉仕する者は活動しなければならない。ロー
タリーは単なる心の持ち方だけでなく、またロータリーの
哲学も単に主観的なものでなく、実際的な行動に移さなけ
ればならない。ロータリアンも又ロータリークラブでも奉
仕の理論を実践しなければならないのであり、金銭とか物
品を贈ることを以って満足するもののみでなく、これから
は特に心と頭と労力の社会奉仕として計画された。」と当ク
ラブの 20 年史にあります。古紙回収によって得られる金
額はそれほど多くはありませんが、資源を大切にするとい
う理念は実践することによって現在も引き継がれています。

（社会奉仕委員長　長崎　秀峰）

陶芸家の荒木秀樹会長（55）
の就任を機に、８月から始
めた。会社社長や医者ら会
員に息抜きや交流の機会に
してもらうのが狙い。毎月
300 グラムずつ白薩摩用
の粘土を渡して自由に作っ
てもらい、窯で焼いて次回
渡す。９月９日の例会で完
成した最初の作品を披露し
た。会社会長の内立輪勉さ
ん（83）は「茶碗を作った
が難しかった。次はもっと
立派なものを作りたい」と
意欲をみせた。

▲南日本新聞 
（平成 27 年９月 18 日） 掲載

「焼き物作り」
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「皆さま会員増強進んでいますか？」
　加治木ロータリークラブでは、ここ数年　会員の減少に
悩んでおります。このことは、当クラブだけではないかと
思われ、会費の減少が一番大きく、年間活動計画の再検討
などでやれることの規模が小さくなってまいりました。今
年度、当クラブ杉田増強委員長と協議を重ね、会員勧誘方
法の見直しを考えました。
　今までは、新会員候補を理事会へ推薦を上げてもらい、
例会に諮り該当候補者に会長・増強委員長が会いに行き「当
クラブで推薦が上がり認められたので、会員になりません
か」の流れでおこなっておりました。かなり上から目線で
すよね。候補者も　「ロータリーって何？」「加治木ロータ
リーって何やってるの？」「会費が高い」「勝手に推薦され
ても」「社交界？」「時間がとれない」などのことをよく言
われました。まずの見直し点は、・推薦会員と同行する・加
治木ロータリーの行事に参加していただく・会費の使い道
を明らかにする…の３点です。
　勧誘の際、今まで話だけになり中々満足のゆく説明が出
来なかったこともあり、何か勧誘のツールはないか探して
みたのですが納得するものがなかったので、添付のリーフ
レットを作成いたしました。
重要点
　・加治木ロータリーに特化した内容
　・年会費のグラフ化（30％は、自身の食事代）
　・カラーで見やすい（説明がいらない）
　・ターゲット 30 代～ 40 代
　・費用を最小限

　A ３の４つ折り普通紙　自前のイラストレーターで作成、
PDF にて保存、内容差し替え簡単で　カラープリンターか
ら必要枚数を適時印刷　市販の透明封筒利用　とにかく、
小予算でスピード感があり、伝えやすいものが出来たと考
えております。内容は、加治木ロータリークラブの活動、
先輩たちの地域貢献、年会費内訳等になりますが、現在、
勧誘のツールだけではなく、地域へのクラブ活動のアピー
ル、クラブの知名度向上、ご家族・職場での理解にも利用
いたしております。
　このリーフレットは、加治木ロータリークラブについて
の内容になりましたが、編集が簡単にできるようになって
おります。ご参考になればと思い掲載いたしました。デー
タございますので、お気軽にお声掛けください。第 2730
地区で一人でも多くの会員が増え、ロータリーファミリー
が広がることのお手伝いができればと考えております。　

（2015 ～ 2016 年度　会長　新川　義博）

　去る 10 月 24 日（土）日向のお伊勢さま大御神社におい
て宵まつりが行われました。長年続くこの祭りでは入口の
鳥居から境内へ続く参道の足元を和紙を使った灯籠の柔ら
かな灯りで人々を迎えておりましたが、管理や製作を続け
てくれる方がいなくなり、困窮しておりました。そこで日
向中央ＲＣメンバーが立ち上がり、去年から運営をしてお
ります。勿論、障害のある方に車椅子を贈ったり、被災者
に募金を募ったりする事も大切な事だと思うのですが、地
域に残る文化や行事を支え振興させる事もまたロータリー
の大事な使命なのかもしれないと考えております。会場に
は国際ロータリーや我がクラブが何を行っているのかを見
てもらうスペースも設けています。

「地域振興ボランティア灯篭まつり」	 	

加治木 RC		

日向中央 RC		

加治木ＲＣ
カラーリーフレット

日向中央ＲＣメンバー

ロータリーキャンペーンコーナー
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米山記念奨学会　10月の寄付金傾向

米山記念奨学会  10月の寄付金傾向

　　　　　10月分合計額　192,513,473円
　　　　　  　　 累計額　572,409,018円 （前年同期比2,400万円増）

参考　前年度10月分 合計額：160,051,245円、累計額：548,703,538円

普通寄付金 特別寄付金

10月当月 7,932,360円
10月末累計 220,170,200円

10月当月 184,581,113円
10月末累計 352,238,818円

（前年度比 0.49%増／前年度比 100万円増／予算達成率 55.0 %） （前年度比 6.87%増／前年度比 2,300万円増／予算達成率 39.1%）

普通寄付金上期分は1,953クラブ（86％）から納入さ
れました。（内、年額納入は317クラブ）16地区が納
入割合90％を超えました。普通寄付の確定申告用領収
証をご希望される場合、申請は当会HPから11月末日
までに所定のexcelファイルにてアップロードをして
いただきますようよろしくお願いいたします。

10月末累計額は前年同期比6.87%増、約2,300万円の
増加となりました。これは匿名希望の方からの3,000
万円もの大口寄付をいただいたことと、特別寄付者数
の累計数が昨年に比べ320名も増加したことなどによ
り、先月約1,200万円減だった累計額が増加へと転じ
ました。米山月間では、多くのロータリアンの方々か
らご支援いただきまして、ありがとうございました。
引き続きご協力をお願いいたします。★普通寄付金納入状況・上期分（納入数 / ｸﾗﾌﾞ数）

地区 納入数 /
ｸﾗﾌﾞ数

納入
割合 地区 納入数 /

ｸﾗﾌﾞ数
納入
割合

2500 47/67 70% 2610 57/65 88%

2510 49/70 70% 2620 66/78 85%

2520 49/79 62% 2630 74/78 95%

2530 59/66 89% 2750 76/91 84%

2540 30/42 71% 2760 77/83 93%

2550 40/51 78% 2780 61/65 94%

2560 49/56 88% 2640 49/70 70%

2570 50/52 96% 2650 86/97 89%

2770 68/73 93% 2660 74/81 91%

2790 74/84 88% 2670 68/74 92%

2800 45/50 90% 2680 72/73 99%

2820 44/57 77% 2690 61/67 91%

2830 33/40 83% 2700 56/61 92%

2840 45/46 98% 2710 70/74 95%

2580 64/70 91% 2720 60/74 81%

2590 完納 100% 2730 43/65 66%

2600 50/55 91% 2740 48/57 84%

合計： 納入数 1,953RC
地区ロータリークラブ数　2,270RC

普通寄付納入実績 10 月 31 日現在、当会入金分

☆ガバナー公式訪問
D2590　横浜戸塚RC　10万円／横浜戸塚西RC　5万円

☆地区大会
D2600　50万円／D2840　20万円

☆高額寄付者（一度に100万円以上の寄付）
D2750　匿名希望者  3,000万円  累計3,036万円
D2780　秦野中RC  小野良太郎氏  100万円  累計310万円
D2690　岡山南RC  原 正氏 300万円  累計1,420万円
D2700　福岡東南RC  徳永兼男氏  100万円　累計140万円
   
☆高額寄付法人（一度に100万円以上の寄付）
D2690　ドレンシー株式会社　100万円　累計100万円
　　　　　【笠岡東RC　高田愼也氏】
D2700　岡城産業株式会社　100万円　累計1,400万円　
　　　　　【福岡南RC　富永　泰氏】

☆創立記念寄付クラブ    　　　       (単位	：	万円)
地  区 クラブ名 金額 地  区 クラブ名 金額

2560 高田 30 2630 岐阜長良川 15

2790 野田セントラル 10 2750 東京多摩グリーン 20

2600 須坂五岳 5 2760 一宮中央 30

2610 小松 50 2780 平塚北 5

2620 浜松北 3 合計 9クラブ 168
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地区行事日程

● 2015 ～ 2016 年度

日　程 行　事 時　間 場　所 摘　要

12月6日 日 社会奉仕セミナー 13：30～ 都城市　メインホテル

1月15日～22日 土・日 韓国第3661地区日韓RA親善交歓会 霧島市　国分予定

1月16日～17日 土・日 第3ゾーン会議

1月17日 日 米山奨学生選考試験 9：00～ 都城市　メインホテル

1月23日 土 延岡東ＲＣ創立50周年記念式典 延岡市　ガーデンベルズ

1月30日 土 次年度Ｇ補佐・部門長研修 都城市　メインホテル

2月7日 日 第３期ＲＬＩパートⅡ 9：30
（受付） 宮崎市　宮崎日本大学学園

2月13日～14日 土・日 地区チーム研修セミナー 指宿いわさきホテル

2月21日 日 宮崎県南部分区I.M. 13：30～ 日南市　福祉センター

2月21日 日 クラブ研修委員委員会 13：30～ 都城市　メインホテル

2月27日 土 鹿児島県西部分区I.M.

2月28日 日 宮崎県　北部分区　IM 16：00～ 日向市　ベルフォート日向　

3月5日～6日 土・日 会長エレクト研修セミナー（PETS） 指宿いわさきホテル

3月12日 土 都城西RC創立40周年記念式典 ホテル中山荘

3月12日 土 大口RC創立40周年記念式典 大口ふれあいセンター　1Ｆアトリウム

3月12日～13日 土・日 第38回鹿児島市内分区青少年
指導者養成研修会（RYRA） 鹿児島県立青少年研修センター

4月2日～3日 土・日 入会３年未満会員一泊研修会 都城市

4月9日 土 宮崎中央RC創立30周年記念式典

4月9日～10日 土・日 鹿児島県東部・中部分区ライラ 霧島市 鹿児島県
霧島ふれあいセンター ホスト：加治木ＲＣ

4月16日 土 国分RC創立40周年記念式典

4月24日 日 高鍋RC創立40周年記念式典 9：30～ ホテル四季亭

5月7日 土 都城中央RC創立30周年記念式典

5月14日～15日 土・日 ローターアクト年次大会(予定) ＊仮押さえ

5月14日～15日 土・日 鹿児島県北部・西部分区ライラ

5月21日 土 会員増強セミナー 指宿いわさきホテル

5月22日 日 地区研修協議会 指宿いわさきホテル

5月28日～6月1日 ＲＩ国際大会 韓国　ソウル

9月30日～10月2日 金～日 地区大会 指宿市民会館

6月10日～14日 ＲＩ国際大会 アメリカ・ジョージア州　アトランタ

国際ロータリー 第2730地区（2015-2016年度）

地区行事日程
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出席率／入退会報告

確定 ホームクラブ

出席率 出席率 15/7/1 10月末 女性 増減
％ ％

出 水 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85.93 78.39 44 43 3 -1
阿 久 根 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85.94 75.00 50 49 10 -1
川 内 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 81.30 64.30 56 57 0 1
薩 摩 川 内 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78.00 56.00 24 25 3 1
串 木 野 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.44 80.00 10 10 1 0
宮 之 城 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100.00 81.25 12 12 2 0
大 口 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88.75 77.78 23 22 1 -1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 86.34 73.25 219 218 20 -1 
伊 集 院 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77.00 63.00 27 27 1 0
加 世 田 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 80.94 80.94 7 7 0 0
枕 崎 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 82.46 78.95 19 19 3 0
頴 娃 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77.00 71.00 25 25 0 0
指 宿 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77.50 74.17 32 30 1 -2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78.98 73.61 110 108 5 -2 
霧 島 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 69.70 69.70 19 19 0 0
国 分 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 71.82 53.18 41 44 8 3
国 分 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 97.00 57.00 25 25 2 0
加 治 木 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.50 67.31 30 32 2 2
姶 良 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100.00 61.76 17 17 1 0

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85.20 61.79 132 137 13 5
鹿 屋 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.50 79.89 50 49 4 -1
串 良 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 96.81 85.11 35 35 2 0
鹿 屋 西 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 95.29 87.65 59 59 11 0
志 布 志 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.78 69.56 25 26 4 1
か の や 東 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 94.52 84.57 43 43 0 0
き も つ き ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.96 69.92 29 29 0 0
南 九 州 大 崎 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 74.04 60.58 26 27 0 1
志 布 志 み な と ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 68.62 59.47 37 40 2 3

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85.82 74.59 304 308 23 4
鹿 児 島 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 71.58 58.48 61 64 0 3
鹿 児 島 南 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 81.56 65.96 34 38 4 4
鹿 児 島 西 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.67 65.13 69 72 0 3
鹿 児 島 東 南 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88.40 68.40 25 25 0 0
鹿 児 島 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78.44 70.66 56 59 4 3
鹿 児 島 西 南 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 80.00 62.50 10 10 1 0
鹿 児 島 城 西 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 82.95 59.69 34 36 3 2
鹿 児 島 東 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.69 76.92 28 28 2 0
鹿 児 島 北 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 75.94 68.42 34 35 6 1
鹿児島サザンウインド ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.30 72.62 50 51 10 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 81.85 66.88 401 418 30 17
奄 美 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77.04 67.04 54 53 0 -1
奄 美 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 79.81 70.19 53 53 5 0
奄 美 瀬 戸 内 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 80.95 80.95 20 21 0 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 79.27 72.73 127 127 5 0
延 岡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.25 73.15 76 76 8 0
延 岡 東 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100.00 86.23 57 59 2 2
延 岡 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 92.93 83.33 46 53 5 7
日 向 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 75.00 63.16 17 17 0 0
日 向 東 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 93.28 77.31 30 30 5 0
日 向 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88.00 76.00 13 15 2 2
門 川 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 82.85 74.29 7 7 0 0

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88.47 76.21 246 257 22 11
宮 崎 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 90.36 66.24 96 100 7 4
宮 崎 西 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 91.94 66.82 84 92 7 8
宮 崎 北 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.73 68.77 73 72 11 -1
宮 崎 南 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 79.51 70.49 40 42 5 2
宮 崎 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 83.94 67.87 48 51 6 3
宮 崎 東 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78.48 64.56 24 27 1 3
西 都 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 89.16 79.52 22 22 2 0
佐 土 原 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 90.00 90.00 26 26 2 0
高 鍋 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.39 78.26 44 46 2 2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 86.50 72.50 457 478 43 21
え び の ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 86.96 83.48 23 23 5 0
小 林 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.55 79.40 33 34 2 1
小 林 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 89.60 85.40 11 12 0 1
都 城 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 89.53 73.26 49 46 6 -3
都 城 北 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 92.02 77.30 39 43 5 4
都 城 西 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 81.88 73.75 42 43 3 1
都 城 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 72.60 61.30 34 35 5 1
 Japan Current E-クラブ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 90.66 88.00 24 25 7 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85.98 77.74 255 261 33 6
日 南 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 92.81 71.22 33 36 2 3
日 南 中 央 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87.50 72.91 13 13 0 0
串 間 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 86.54 75.00 15 13 1 -2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88.95 73.04 61 62 3 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84.93 72.31 2,312 2,374 197 62
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ＲＩ第2730地区　１０月出席率報告

クラブ 会員数出席率

（７ＲＣ） 平均及び合計

西
部

鹿
児
島
県

（３ＲＣ） 平均及び合計

中
部

鹿
児
島
県

（５ＲＣ） 平均及び合計

（５ＲＣ） 平均及び合計

宮
崎
県
中
部

鹿
児
島
県
東
部

（８ＲＣ） 平均及び合計

鹿
児
島
県
市
内

（10ＲＣ） 平均及び合計

奄
美

鹿
児
島
県

宮
崎
県
北
部

（７ＲＣ） 平均及び合計

（9ＲＣ） 平均及び合計

全体の平均及び合計

宮
崎
県
西
部

（８ＲＣ） 平均及び合計

南
部

宮
崎
県

（３ＲＣ） 平均及び合計

● 入 会 者
ご入会、おめでとうございます。
■田畑　信夫（出水RC）
■須藤　　礼（川内RC）
■黒岩　隆一（きもつきRC）
■嶽野　勝郎（南九州大崎RC）
■日髙　守廣（志布志みなとRC）
■大橋　義則（鹿児島西RC）
■加島　　繁（鹿児島中央RC）
■志賀　啓一（鹿児島中央RC）
■油田　好作（鹿児島城西RC）
■池田　　正（鹿児島城西RC）

■米元　美香（鹿児島北RC）
■石渡　ウイリアム（日向中央RC）
■黒田　健司（宮崎中央RC）
■鳥越　逸雄（宮崎東RC）
■木下　昌徳（宮崎東RC）
■榎木　敏浩（都城北RC）
■二見　康徳（都城北RC）　　　　　
　　　　　　合計　17人　　

● 退 会 者
おつかれさまでした。
■柚木　一雄（加治木RC）
■黒木　貴則（鹿屋RC）
■安田　静男（串良RC）
■篠崎　泰典（きもつきRC）
■平野　次秋（鹿児島西RC）
■大野　　貢（奄美RC）
■河野　三郎（延岡RC）
■丸田　眞一（宮崎北RC）

　　　　　　合計　８人　

入退会報告（９/30現在）



文  庫  通  信 （339号）

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の
資料室です。ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し皆様
のご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、
絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページで PDF もご利
用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以
下資料のご紹介を致します。

ロータリー文庫
〒105-0011東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階

TEL（03)3433-6456　FAX（03)3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前10時～午後5時　休館＝土・日・祝祭日

国際ロータリー第２７３０地区ローターアクト
第４４回地区年次大会

　第44回地区年次大会を11月14、15日に鹿児島県鹿屋市で開催
しました。地区内外から多くのロータリアン、アクターの方々に
お集りいただきました。当地区のローターアクトは現在、21クラ
ブの会員180名で活動しております。ローターアクトの更なる活
動に繋げられるように毎年度、活動報告や昨年度の優秀クラブへ
の表彰を行っております。今回のテーマは「ONE STEP～あなた
の一歩が～」とし、鹿屋市内でスポーツゴミ拾いをメインプログ
ラムに行いました。新聞記事にも掲載していただき、ローターア
クトのアピールになった地区大会になりました。

表紙説明

「地区大会講演から」
◎「地球上で一番幸せの国、ブータンとは」　ペマ・ギャルポ　2015　14p　 （D.2530地区大会記念誌）
◎「生き甲斐はどこにあるのか」　養老孟司　2015　11p　（D.2670地区大会記録）
◎「明日を信じて〜震災を乗り越えて２０年〜」　芹田健太郎　2015　5p　（D.2680地区大会記録誌） 
◎「現代に生きる戦国武将の知恵」　松平定知　2015　8p　（D.2650地区大会記念誌）
◎「ロータリー平和センターとウクライナ平和活動の経験」　アンナ・スラヴィンスカヤ　2015　3p 
　（D.2680地区大会記録誌）
◎「ロータリーに想う」　千 玄室　2015　6p     （D.2650地区大会記念誌）
◎「国際ロータリーの現状と私たちロータリー」　黒田正宏　2015　6p　（D.2680地区大会記録誌）
◎「ロータリーを語ろう」　中村靖治　2015　7p　（D.2650地区大会記念誌）                      
◎「ロータリーの日常の知識」　三木 明　2015　7p　（D.2820地区大会記録）

［上記申込先：ロータリー文庫]




