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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：

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；

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ている。
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2014－2015年度　RIテーマ

ロータリーに輝きを
2014－15年度　国際ロータリー会長

ゲイリー C.K. ホァン

　ロータリーは、誰にでも何かをもたらして

くれます。ロータリアンは、1世紀以上にわた

り、奉仕することを目的として、世界中の地

域社会で集ってきました。

　創立以来、大勢のロータリアンが、ロー

ターアクト、インターアクト、ロータリー地

域社会共同隊、青少年交換や、その他多くの

プログラムへの参加を通じて、ロータリーの

奉仕の喜びを発見してきました。

　私たちは皆、ロータリーファミリーの一員

であり、ロータリーの奉仕の経験から多くを

得ています。ロータリーを通じて私たちは、

友情を育み、地元に貢献し、また、より良

く、より安全で健康な世界を実現するために

力を尽くしてきました。そして、真に国際的

なボランティアのネットワークを形づくった

だけでなく、人々が互いの違いを乗り越えて

手をつなげば、驚くべきことが達成できるこ

とを、実証してきました。

　ロータリアンが大切にしてきた考え方や価

値観の多くは、ロータリーに限られたもので

はありません。私自身がロータリーに深く共

鳴するのも、ロータリーの価値観に、奉仕や

責任の重視、家族や他者の尊重といった中華

的価値観と重なるところがあるからだと思い

ます。

　ですからロータリーの奉仕において、私は

よく孔子の教えを指針とします。孔子は、私

にとって「元祖ロータリアン」だと言っても

いいかもしれません。ポール・ハリスが誕生

する2,000年以上前、孔子はこう述べていま

す：

　まず自分の行いを正しくし、次に家庭を整

え、次に国家を治めてこそ、天下が平和とな

る。

　ロータリアンは、超我の奉仕の理念によっ

て自らを律しますが、奉仕において高い目標

を掲げるためには、ロータリー自体に対する

手入れを怠らず、ロータリーファミリーを拡

大していくことが必要です。

2014-15年度には、ロータリーの奉仕を人び

とと分かちあい、クラブをより強力なものと

し、地域社会でロータリーの存在感を高める

ことで、「ロータリーに輝きを」もたらして

いただけるようお願いいたします。

　本ロータリー年度、新会員を引き付けると
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ともに、現会員を維持し、会員数130万人とい

う目標を達成することによって、ロータリー

を輝かせてください。そのためには、新しい

アプローチとアイデアをもって会員増強に取

り組まなければなりません。例えば、地元で

「ロータリーデー」を開催してロータリーを

知ってもらいましょう。ロータリーはそれ自

体がファミリーであり、家族のためのもので

すから、配偶者をはじめご家族に入会を検討

するよう勧めるとともに、青少年交換の元参

加者や財団学友にも声をかけましょう。クラ

ブの現状を直視して、新会員の入会理由と、

既存会員の退会理由を検討しましょう。そし

て、多忙な職業人やまだ幼い子供がいる人た

ちにとって、ロータリーを魅力的で興味をそ

そるものにするために何をできるか考えてみ

ましょう。

　さらには、ポリオを撲滅して「ロータリー

に輝きを」もたらし、歴史に1ページを刻み

ましょう。ロータリアンのこれまでの勢いを

もってすれば、今後数年以内にポリオを世界

からなくすことは、明らかに可能です。ポリ

オ撲滅を実現することの重要性を、今こそ、

ご友人、同僚、地元の議員や政府関係者に伝

えてください。ポリオプラス基金に寄付し、

ほかの方々にもそれを勧めてください。ビ

ル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの新

しいチャレンジに応えることで、ロータリア

ンの資金を3倍生かすことができます。この

史上最大の、公共・民間のパートナーシップ

に、ぜひともご参加いただき、ポリオのない

世界が実現した際には、世界中の人たちと誇

りと喜びを分かち合いましょう。

　2014－15年度、34,000を超える地域社会

で、クラブを強化し、「ロータリーに輝き

を」もたらせば、ロータリーの奉仕で世界に

輝きをもたらすことができるでしょう。

　ゲイリーC.K.ホァン氏は、中国の南部に生ま

れ、台湾で育ち、米国のイースタン・ミシガ

ン大学を卒業した後、ニューヨーク州の保険

大学でMBA取得されました。ホァン氏は、マ

ラヤ華僑保険会社の社長を務めた後、現在は

新光セキュリティー会社の名誉会長となって

おられます。

　ビジネスとロータリーでの経験をつづった

著書『Finding Solutions, Not Excuses』を出版

し、RI超我の奉仕賞、会長賞、ロータリー財

団功労表彰状と特別功労賞を受賞されたホァ

ン氏は、コリーナ夫人との間に、息子さんが1

人、娘さんが2人おられ、全員がロータリー財

団のメジャードナーです。

【ロータリー歴】

国際ロータリー会長　　（2014-15年度）

ロータリー財団管理委員（2004-06年度）

国際ロータリー副会長　（2001-02年度）

国際ロータリー理事　　（2000-01年度）

プロフィール
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　ゲイリーホァン会長は、ニュースを見るた

びに、助けを必要としている人々が世界に

いかに大勢いるかということを思い知らさ

れます。私たちロータリーの仕事は、世界の

ニュースを少しずつ、より良く、より明る

く、希望にあふれたものにすることです。

「ただ座って暗闇を呪うよりも、ローソクを

ともしたほうがいい」という格言から、ロー

ソクを灯すのがロータリーです。私が一本、

あなたが一本、こうして世界120万人全員が

ローソクを灯します。力を合わせれば世界を

光で輝かせることができるのです。すなわ

ち、「ロータリーに輝きを」与えることがで

きます。

　さらに、修身斉家、治国平天下を述べら

れ、「超我の奉仕の理念によって自らを律し

ますが、奉仕において高い目標を掲げるた

めにはロータリー自体に対する手入れを怠ら

ず、ロータリーファミリーを拡大していく

ことが必要です」と説かれ、2014-15年度に

は、ロータリーの奉仕を人々と分かちあい、

クラブをより強力なものとし、地域社会で、

世界でロータリーの存在感を高めることで、

「ロータリーに輝きを」もたらして下さい。

そして、次の３点を強調されました。

１．本ロータリー年度会員数130万人という目

標を達成することにより、「ロータリーを輝

かせて」下さい。

２．ロータリー110周年を記念してポリオを撲

滅して、「ロータリーに輝きを」もたらし、

歴史に１ページを刻みましょう。

３．ロータリーデー（7～12月）を成功させ

て「ロータリーに輝きを」を実現させましょ

う。

　2014-15年度34,000を超えるクラブを強化

し、「「ロータリーに輝きを」もたらせば、

ロータリーの奉仕で世界に輝きをもたらすこ

とができるでしょう」と結ばれました。ゲイ

リーホァン会長の「ロータリーに輝きを」

のテーマを実践するのは誰でしょうか。そう

です。我々一人一人のロータリアンです。一

人一人が強く輝きましょう。その為には、ま

ず超我の奉仕の理念により、自らを律しなさ

い。つまり、ロータリーの目的を受け入れ、

実践することにより、ロータリアンとしての

自覚と誇りを持ち、地域や国際的な奉仕実績

2014－2015年度　国際ロータリー第2730地区　

ガバナー　田　中　  俊　實



ガバナー就任挨拶

4

にも自信と誇りを持ちましょう。世界のニー

ズの変化によるロータリーの組織とやり方の

変化に伴い、戦略計画、CLP等を取り入れるこ

とにより、クラブの活性化を図り、地域で、

世界でロータリーを輝かせましょう。その上

で、

①　会員増強120万人→130万人（108％）こ

れに従うと、計算上2,300×108％＝2,484人

（＋184）、チャレンジしましょう。

②　ロータリー110周年を記念して、ポリオ撲

滅とロータリーデーを組み合わせてイベント

をする。

③　クラブにおいてRI戦略計画とCLPの本格導

入を奨励する。

④　以上のために、My Rotary（www.rotary.

org/myrotary/ja）から開ける「ロータリーク

ラブ・セントラル」は、クラブにおける戦略

計画の３つの主要な分野（会員増強、奉仕、

ロータリー財団への寄付）の目標に向けた進

捗や活動状況を確認できるオンラインのツー

ルです。活用しましょう。

　皆さん、2014-15年度「ロータリーに輝き

を」のテーマ実現に絶大なる御協力をお願い

致します。

　世界のロータリーの中で職業奉仕と奉仕実

績を高いレベルで実行できている地区を目指

しましょう。

生年月日　　昭和24年１月23日

現 住 所　　

〒893-0014  鹿児島県鹿屋市寿１-15-20

役 職 等　　㈱ミズホ商会　代表取締役

　　　　　　日本ボーイスカウト

　　　　　　鹿児島県連盟理事長

　　　　　　　　　　　（2001年～現在）

【ロータリー歴】

所　　　属　　鹿屋ロータリークラブ

入会年月日　　平成１年２月１日

職業分類　　農業機械販売

役　職　等

　1999－2000年度

　地区幹事

　2001－2002年度

　鹿屋ロータリークラブ会長

　2004－2005年度

　鹿児島県東部分区ガバナー補佐

　2005－2006年度、2006－2007年度

　地区拡大委員長

そ　の　他

　ベネファクター、マルチプル・ポール・　

ハリスフェロー、米山功労者

プロフィール
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　ゲイリー・ホァンRI会長の挨拶にあるとおり、職業奉仕を磨きながら、戦略計画（増強、財団寄付、奉

仕）（３年）、CLPを導入し、会員増強とEND POLIO NOWに協力して、ゲイリー・ホァン会長の『ロータ

リーに輝きを』に協力しよう。

　地区戦略目標は、クラブ戦略計画の積み上げとする。ガバナー補佐は、各分区の各クラブをまとめて分区

目標として共有する。

具体的活動
１．地区研修
　　・クラブ研修、RLIに取り組む。

　　・戦略計画、未来の夢計画、CLP導入の為に研修の充実を図る。

　　・新入会員のための教育プログラムを研究する。

　　・RLIの研修に参加し、地区への導入を検討する。

２．地区運営委員会の充実（部門長、ガバナー補佐）
　　 特に部門長、ガバナー補佐はガバナーが掲げる地区目標の一番の理解者であり、伝達と行動の重要な役

目であることを十分に認識し、闊達な行動を期待したい。また、次年度への引継ぎの為にも、新旧合同

委員会を2回は開催する。

2014ー 2015年度　RI テーマ『ロータリーに輝きを』
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３．拡大増強部門
　　・ 増強に際し、ロータリーの目的の第1項は「知り合いを広めることにより奉仕の機会とすること」と

あります。推薦する友人へのロータリー理解の為の最も効果的な情報は、ロータリアン自身である。

その為には、ロータリーを知り、ロータリーを実行し、ロータリーを好きになりましょう。また、我

が2730地区にはたくさんの素晴らしいロータリアンがいることに誇りを持ちましょう。

　　・ Eクラブ、衛星クラブの拡大、また各分区、早朝あるいは夜間例会のクラブを拡大できないか検討す

る。

４．公共イメージ部門
　　 ロータリーは、クラブ会員のみの理解と認知だけではその活用に限界がある。地域社会の人々があまね

くロータリーを知り、その活動を知っていただくためにメディア、ITを用いた広報を積極的に行い、公

共イメージを促進し、ロータリーブランドを定着させる。そのためには、地区とクラブのWebサイトを

リンクさせ、情報を共有し、発信し、奉仕活動への参加を広く呼びかける。

５．ロータリー財団部門
　　・ クラブ会員一人ひとりが浄財を拠出しているロータリー財団の資金を、クラブが主体となり、直接奉

仕プロジェクトに活用できる未来の夢計画に積極的に参加する。

　　　 人道的を基本とする活用は幅広く、奉仕プロジェクト全域への関連があることを認識し、運用の成果

をあげたい。

　　・年次寄付目標額は、150ドル/１人です。ご協力をお願い致します。

６．奉仕プロジェクト部門
　　①　職業奉仕委員会

　　　　 職業奉仕はロータリーの原点であり、すべての奉仕活動の源泉である。「超我の奉仕」は単にロー

タリアンのみならず人類の最も基本的倫理として追及すべき哲学である。ただし、一般的奉仕理論

と相違する我々ロータリアンの目的は、職業奉仕を基軸とするところに特異性と価値、真理が存在

する。

　　　　 職業の成功は、対峙し、関わる人々の利益と幸福をもたらすものでなければ真の価値は生まれず、

永続もしない。道理を真正面から追求し唱えているのがロータリーの職業奉仕である。

　　　　 自分たちの職業を通じて、受益者に奉仕するのを基本理念とするところにロータリーの素晴らしさ

がある。

　　　　 この理念は、「ロータリーの目的」に明確に述べてあり、これの実践こそロータリーの務めであ

る。職業を通じて奉仕する自己の行為は心の満足となり、人格形成と同時に人生の価値をも高める

ことになる。職業奉仕について研究し、クラブに紹介する。研修委員会とも連携する。

　　②　社会奉仕委員会

　　　　 職業奉仕を通しての奉仕の延長には、社会奉仕が必然的に行われる。経済的闊達化は広く社会への

貢献の財源として生きてくる。また、社会への奉仕の理念に基づく行動の表明は、ロータリアンと
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しての人間形成にとって大切な訓練でもある。

　　　　 深く広い社会奉仕の追及はロータリー財団との関わりも生まれてくる。社会の多くの人々に認知さ

れるロータリー活動を目指したい。

　　　　地域社会の奉仕ニーズを研究し、クラブに紹介する。

　　　　献血運動にも分区単位でRAとも協力し、盛り上げてもらいたい。

　　③　国際奉仕委員会

　　　　 国際的な関わりが、現在、政治、経済、文化、スポーツ等全分野で一段と強まっている。グローバ

ルな行動を余儀なく求められる昨今に拘わらず、我が国における外国への活動渡航等に対する意欲

が薄れている。

　　　　 ロータリーの国際組織120万人の繋がりをよく認識し、ロータリーが果たすべき役割を追及してい

きたい。国際奉仕のニーズを研究し、クラブに紹介する。

　　④　青少年奉仕委員会

　　　　 次の時代を担う青少年の育成は、ロータリアンとしてアクションすべき大きな課題である。もちろ

ん、ロータリーのみで果たすべきシェアには限度があるが、問題を直視し、青少年の明るい未来を

想像し活動することは、我々の責務であり果たすべき役目でもある。IA、RA、青少年交換事業、

ライラ等に対して各クラブからの支援をお願いします。

　　⑤ 　 災害復興支援事業として、福島キッズ中止を受け、今後の在り方を検討する。

７．クラブ管理部門
　　・ クラブ会員の融和と、ロータリー活動の中心的役割の重要な部門である。フェローシップ、研修、出

席など、特に週例会の大事な運営は増強、退会防止につながるポイントである。クラブの活性化、特

に親睦は会員に学ぶ機会でもあり、同時にロータリーライフの楽しみも追及していただきたい。

８．米山記念奨学会部門
　　 ロータリー米山記念奨学会は、全国ロータリアンの寄付金が財源であり、日本で民間最大の奨学財団で

す。年間700人累計で121ヵ国17545人です。最大の特長は、世話クラブ、カウンセラー制度です。お

金だけの支援ではなく、ロータリアンとの交流により国際親善と相互理解に努め、国際平和の創造と維

持に貢献する人材を育てます。

　　 また、帰国米山奨学生とコンタクトをとり、グローバル補助金を使い、奉仕活動の窓口になってもらい

ましょう。

　　１人当たり全国平均1万5千円に協力しましょう。

９．地区大会
　　 地区内のすばらしいロータリアン、奉仕活動を主役とする地区大会になるよう努力します。皆さん、楽

しみにして下さい。
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10．地区資金
　　 3200人の会員が2300人に減少した現在、人頭分担金をあげる余裕のない中、地区固定事務所費を計上

する為、各委員会活動に対する金額での応援はできません。工夫して、予算の範囲内で実行してくださ

い。

11．クラブのサポートを強化
　　 クラブの独立性はRIの定款、細則、手続要覧等の目的、方針に背かない限り保証されている。クラブの

活性化、発展のためには、クラブ自体の旺盛な活力が発揮されなければならない。しかし、ガバナー、

地区幹事は勿論、ガバナー補佐、部門長、各委員長を通じてサポート、コミュニケーションは当然の事

であり、これの強化を進めるのも地区ロータリーの役目である。

12．ロータリー多様性の認知
　　 ロータリーは世界120万人の組織であり、200ヶ国34,558クラブの絶対的多様性を有している。場合に

よっては、基本的論理、概念も大きく異なることもある。これらの相違を認めつつ相互理解を深めねば

ならない。さらにはクラブ内個人個人の個性も豊かで、それぞれ立派な思索で溢れている。

　　 ロータリー理念の深いところでもある。これらは議論を重ねる事は有意義であるが、ここにはロータ

リーの多様性を認め合うロータリアンの器量と寛容も培わねばならない。

13．ポリオ撲滅まであと少し
　　・1979年、RIの3Hプログラムとしてフィリピンにてスタートしました。

　　・ 1982－83年度、東京麹町RCが南インドでスタートし、D2580、D2750の地区の参同を得てWCSへ

発展しました。

　　・ 1985年2月、ロータリー80周年にあたりポリオプラス計画を発表しました。以来、ポリオ感染数は

99％減少しており、撲滅が実現すればポリオは天然痘に続き世界から根絶された2番目の病となる。

　　・ ロータリアンは122ヶ国の20億人以上の子どもたちに予防接種を提供するため、10億ドル以上の資

金と多くのボランティア労力を費やしてきた。

　　・ ロータリーはビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から寄せられた3億5,000万ドルのチャレンジ補

助金に応じて目標額の2億ドルを集めることに成功した。これらを理解し、完全撲滅へ協力する。

　　・ 2013年5月世界各国の保健担当大臣がジュネーブに集まり、2015年初めまでには野生株を撲滅さ

せ、3年間のサーベイランスを2018年には撲滅宣言をするというポリオ撲滅エンドゲーム戦略計画が

立ち上げれました。

　　・ また、2013年リスボン大会でゲイツ財団が2013年から2018年まで、ポリオ撲滅計画に対してロー

タリーが拠出した資金（毎年3,500万米ドル上限ロータリアン1人平均30米ドル）に対し、2倍の額を

上乗せすると発表しました。ポリオ撲滅に向けて、最後の一押しをする時がきているのです。（ロー

タリーの友　2013年11月号より）

　　・ 2013－14年度より毎年1,500米ドルを寄付するように各クラブに要請されています。
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ガバナー祝意

　田中俊實ガバナーが満を持しての、愈々田

中丸の船出であります。

　人間性豊かな田中ガバナーは会う度に心が

和みます。いつも笑顔で居られ、今迄に険し

い顔を見た事がありません。

　しかし話の中身は大変に奥深く洞察に富ん

だものであります。

　かつて御尊父田中千尋ガバナー（1984-

1985年度）の時にお父様の背中を見てロータ

リーへの思いや、哲学をも充分に汲み取って

居られます。又地区幹事の経験もあられ、素

晴らしいガバナーが船出にして既に立派な航

海図を示され、万全の体制で望まれて居られ

ますこと敬服と期待で一杯です。

　さて私こと大迫はロータリアンの力を充分

にいただいて、大役を果たすことができま

した。ロータリアンのみでなく関わりのあ

る社員は勿論、お取引先、お客様、同業者の

方々、関連組織の方々のロータリーに対する

深い御理解を得て大きな援護を戴くことがで

きました。感謝と感動の連続であり、ガバ

ナー冥利に尽きるものでありました。

　一度しかない人生をどう生きるかを第一の

基点として、ロータリアンとしていかにある

べきかを寸暇を惜しんで思索したのもガバ

ナー職を与えて戴いたお陰と感謝の他ありま

せん。

・職業奉仕（仕事）を通してすべての人々の

幸せに寄与すること。

・『ミッション・パッション・ビジョン』で

人生の荒波を乗り切ること。

　を主なテーマとして皆さんに語りかけて参

りました。

　増強と拡大にも心を砕き第2730地区65番目

のクラブ「Japan Current 2730」を提唱し多

くの方々のお力をお借りし、お陰様にて設立

を迎えることが出来ました。

　公式訪問は勿論、地区大会、各種協議会、

委員会等々200回に及ぶコミュニケーションの

中で私も大きな研鑽と親睦を戴きました。

　田中ガバナーに「ガバナーは忍耐の修練場

ですね。」と語りかけたら「僕も短気だけ

ど、その事は充分承知ですよ。」とニッコリ

されました。

　破顔一笑で田中丸が素晴らしい航海をされ

る事をお祈りし激励とお祝いの言葉といたし

ます。

2013－2014年度　国際ロータリー第2730地区　

ガバナー　大　迫　三　郎　（宮崎南RC）
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ガバナー補佐就任挨拶
　2014~2015年度田中俊實ガバナー年度宮崎県
北部分区ガバナー補佐の重責を受け賜ります延岡
ロータリークラブの尾形でございます。
　今年度、ゲイリーC.K.ホアンRI会長が「ロータ
リーに輝きを（Light Up Rotary）」という素晴
らしい標語とともにロータリーの奉仕において指
針と活動計画を掲げられました。また、田中俊實
ガバナーは、その標語と活動計画を受けまして地
区活動目標を掲げられ、「ロータリーに輝きを」
のテーマの実現と、世界のロータリーの中で、職
業奉仕と奉仕実績を高いレベルで実行できる地区
を目指しておられます。それらの達成に向けまし
て、地区と宮崎県北部分区７ロータリークラブの
橋渡しを、微力ながらお手伝いさせていただきた
いと思います。
　ロータリーは、1905年の創立から多くの変革を
遂げてきました。ロータリー歴も2世紀目に入り
ましたが、近年でもDLP、CLP、戦略計画、夢計
画、RLI、Eクラブ、衛星クラブ等、めまぐるしく
変化してまいりました。私はその変化に戸惑いを
感じることも多々ございます。ポール・ハリスが
「ザ・ロータリアン」誌1945年２月号に次のよう
なことを語っています。「ロータリーの開拓時代
は始まったばかりであると思っています。偉大な
運動の歴史において、40年は短い年月に過ぎませ
ん。私たちがこれからなすべきことは、今も山積
みとなっています。」この文中の「40年」を「○
○○年」と置き換えてみれば、いつの時代でも新
たな挑戦をしていかなければならない、というこ
とが見えてくるような気がいたします。
　皆様と共にクラブ、地区の充実と発展に少しで
もお役に立てればと思っています。皆様のご助力
をよろしくお願い申し上げます。

宮崎県北部分区
ガバナー補佐

尾　形　　栄
　　　　　（延岡 RC）

ガバナー補佐就任に当たり
　今回、田中ガバナー年度における宮崎中部分区の
ガバナー補佐を、高鍋RCの尾崎ガバナー補佐より
バトンタッチすることになりました宮崎北RCの押
川と申します。俗に青天の霹靂と申しますが、本当
にある日突然、我々のクラブの先輩であり、パスト
ガバナー補佐でもある原田会員がお見えになり、次
期補佐を我がクラブより出すことになった。牽いて
は君がやってくれと述べられました。 
　ロータリーに【NO】は無い、と入会時に鍛われ

宮崎県中部分区
ガバナー補佐
押　川　弘　巳
　　　　（宮崎北 RC）

出逢いが楽しい　　　　　　　　　　　　　　
常々、どのようにして人生を楽しく生きようかと
思っています。ロータリーをいかに楽しむか同じ事
であります。お陰様でガバナー補佐の役割を頂戴
し、新たな出逢いと共に新たな価値観に接する機会
が増えそうで実に楽しみであります。
　地区を運営されるガバナー、クラブを運営される
会長、幹事その間の潤滑油として自分に何が出来る
のか､考えて見るとはなはだ不安ではありますが多
くの先輩達のお力をお借りし何とか乗り切れたらと
思っております。
　せっかくロータリーに入ったのだから楽しんだ者
勝ち、せっかく命を頂いているのだから人生楽しん
だ者勝ち、能力も､知識も、金もありませんが、皆
様になるだけご迷惑を掛けないように楽しみたいと
思っています。
　本年度素晴らしい年度となりますように。

宮崎県西部分区
ガバナー補佐

東　　篤　徳
　　　（都城中央 RC）
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た約30年前を思い出しつつ、何をやるかもわから
ず、お引き受けした次第で誠に恥ずかしい限りで
す。G補佐とは何をするのか、 今まで一会員とし
て過ごしてきた間は、私自身、G補佐の役割という
か、仕事の内容が会員に対してはっきりしない、顔
の見えない役職だと思っていたわけですが、唯、今
回研修を受けて、はっきりしたことは、担当クラブ
との情報交換及び、分区内の各クラブの横の繋がり
を密にして、ガバナーと分区内の各クラブとの繋ぎ
役になれれば良いのではないかと考えています。 
　一応、①IMの主催・②担当各クラブを年間4回訪
問するのが役目のようですが、先ず①については、
今年度のIMは今迄に無かった様な、研修と懇親の
場として、会員に提供し有意義な会にしたいと考え
ています。
　②については、各クラブを訪問し、本年度のガバ
ナー方針を伝えることも重要な仕事ですが、会長・
幹事の皆様との懇談会を重視し、少しでも疑問点が
あればフランクに話し合いができるように運営して
ゆきたいと考えています。一年間、遣り過ぎたり、
躓いたりするかとは思いますが、どうか寛容の精神
で御協力をお願い致します。 

ガバナー補佐抱ご挨拶・抱負
　宮崎県南部分区のガバナー補佐を引き継ぐことに
なりました坂下でございます。
　昨年の夏にクラブにて推薦をいただき、身の引き締
まる思いでお受けしました。本年度のテーマ「ロータ
リーに輝きを」のテーマであり、深く追求しつつ行動
していくつもりです。
　また、ガバナー補佐の責務を理解し、体の続くかぎ
り頑張るつもりでございます。
　３RCには、会員増強、クラブへの活性化を特に重
きをおくことをお願い致します。会員減少のクラブに
は、CLPを進める考えであります。
　なにぶんにも、まだ若い自分ですので、南部分区の

皆様に迷惑をおかけしないよう、努力したいと思いま
す。どうか、よろしくご理解下さい。

宮崎県南部分区
ガバナー補佐
坂　下　元　信
　　　（日南中央 RC）

鹿児島県北部分区
ガバナー補佐
頴　川　正　伸
　　　　　（川内 RC）

　RIテーマに沿った田中俊實ガバナーの方針を理解
した上で分区内クラブの皆様にお伝えし、浸透に
至るまで共に学んでいくのがガバナー補佐の役割
だと思います。浅学非才の身では大変な職務です
が全力傾注の1年になりそうです。
　さて、2014～2015年度『ロータリーに輝きを』
というRIテーマ実現に向けては、田中ガバナーの強
い思いが3点に要約されます。
　１、拡大増強への取り組み。
　２、ポリオ撲滅活動への取り組み。
　３、R  I 戦略計画とCLP導入の推奨。
　これらに対するロータリー会員一人一人の活動
をローソクの灯に例えられ、より多くの灯が世界
を輝かせ『ロータリーに輝きを』与えることが出
来ると教えられました。
　個人の職業奉仕、各クラブの主体性が何より優
先だと言われていますが、RIも時代の変化に対応し
ている今の時代、温故知新で、親睦と相互協力を
念頭に、７クラブの会長、幹事方の方々と連携を
密にしながら会員の皆様方の暖かい友情をいただ
き、『Happy Clap』で豊かな分区になれる様心掛
けて参ります。ご指導、ご協力を切にお願いいた
します。

　会員歴21年目になります。頴娃クラブ20周年記

鹿児島県西部分区
ガバナー補佐
西　村　正　幸
　　　　　（頴娃 RC）
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ガバナーの思いを具現化する
　会社を設立した33才の年に、姶良RCに入会させ
て頂きました。その時の誇らしい気持ちは、20年
経つ今でも鮮やかに蘇ります。そう純粋に“誇らし”
かったのです。

念式典の４ヶ月後に入会したことになります。ガ
バナー補佐としてスタートの前に自身の出発点を
思い起こそうと20周年記念誌を見せて頂き31名
の顔ぶれを懐かしく拝見致しました。当時の会員
が、現在７名在籍であるのも歳月を感じられます
が、創立の苦労から20年の歩みのエピソードが多
数掲載され、学ぶべき事も改めて発見されます。
創生期であったにしても勉強会の多さや分区内ク
ラブの活発な交流に驚かされます。更には、田中
俊實ガバナーの父上である田中千尋パストガバ
ナーが、幾度となく来訪されクラブ設立にご尽力
頂いたこと、その御縁で記念講演をお引き受け頂
いたこと、まさにロータリーの教科書となる講演
で心を打たれたとも記してあります。
　歳月は、地域の状況を大きく変えました。地
域の人口は２割減少し、クラブの平均年齢も３
歳上昇している今日、地域の活力不足はクラブの
発展に大きく影響しているのも事実ですが、クラ
ブの活性化が、地域から世界へと広がる可能性も
あります。先達に感謝し学び、実践することが、
「ロータリーに輝きを」もたらし、地域の輝きを
消さない次世代への継続であると考えます。
　RI戦略計画に基づく地区活動計画の実践をサポー
トするのが主な任務です。各クラブが抱える問題
は様々ですが、自分たちの会費で運営しているク
ラブですから問題解決も一歩ずつ明るく楽しく実
行した方が良い結果が出ると考えます。会員其々
の輝きが増すことを目標に努めますので宜しくお
願い致します。

ポジティブなロータリーを
　鹿児島県東部分区のガバナー補佐の大役をお引
き受けすることになりました、鹿屋西RCの風呂井
で御座います。今更ながら事の重責を痛感してい

　「ロータリーに輝きを」は、ゲイリーホアン会長
の思いを映像として心に描いてくれます。懐古主義
や悲観論ではありません。私たちロータリアンひと
り一人の心の様相に、光をあてているのです。そし
て、田中ガバナーの“元気”は、自らを奮い立たせて
自燃することが、元気なクラブづくりの最初の一歩
であることを示されています。
1)例会は、今でも豊かで上質な時間を提供している
わけです。この空間に素敵な仲間が加わると、更に
例会は輝き始めます。鹿児島中部分区は純増19名
を目標にしています。ロータリーの友は、同じ時代
を歩んでゆきます。高齢になっても、誇りを胸に例
会に出席するのです。このことが、正にロータリー
の醍醐味であると思います。お互いを思いやり、尊
敬し合う環境づくりが重要であり、よき仲間を維持
することに繋がります。
2)ポリオ撲滅運動の「世界で一番長いCM」は例会
等で実際に閲覧し、模擬をすることが必要だと思い
ます。遊び心がポイントです。
3)CLPは当分区でも先行して実施しているクラブが
あります。情報を共有化しながら、５クラブが戦略
計画を策定し、継続的に改善してゆくシステム作り
をしたいです。
4)ロータリークラブ・セントラルの活用も、例会等
で実際に見てみることが必要です。パソコンが使え
なくても、どの情報が必要かを判断して依頼すれ
ば、有効で効果的な活動に繋げることができます。
5)経験・知識・知恵を持ったロータリアンが多くお
られます。英知を集めて、益々楽しく元気な５クラ
ブになるよう、精一杯頑張りますので、宜しくお願
いします。

鹿児島県東部分区
ガバナー補佐
風呂井　　敬
　　　　（鹿屋西 RC）

鹿児島県中部分区
ガバナー補佐
川　野　潤一郎
　　　　　（姶良 RC）
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る所であります。
　昨年11月23日24日の次期ガバナー補佐会議には
じまり、第二回次期ガバナー補佐会議、次期チー
ム研修セミナー、会長エレクト研修セミナー、地
区研修・協議会等を終え、ガバナー補佐の役割と
責務について、少しは理解を深めた所でもありま
す。ガバナー補佐は、地区レベルでの責務を遂行
し、クラブの管理運営に関し、ガバナーの補佐役
として、ガバナーと分区の橋渡し役を果たし、ク
ラブの活性化を図ることの重要性を学ばせて戴き
ました。幸いなことに、東部分区の８クラブは、
それぞれが地域に根ざした特性と歴史を持ち、正
に地域に必要とされる奉仕団体として位置づけら
れております。
　また、本年度東部分区より鹿屋RCの田中ガバ
ナーを輩出することに成りました。東部分区８ク
ラブが、ガバナーを全面的に支援することとして
おります。このことを分区の強みとして、地区発
展に繋げていけたらと考えております。
　RI2014-15年度ゲイリC.K.ホアン会長のテーマ
は「ロータリーに輝きを」であります。「ロータ
リアンは、超我の奉仕の理念によって自らを律す
るが、奉仕において高い目標を掲げるためには、
ロータリー自体に対する手入れを怠らず、ロータ
リーファミリーを拡大していくことが必要であ
る。2014-15年度は、ロータリーの奉仕を人びと
と分かち合い、クラブをより強力なものとし、地
域社会でロータリーの存在感を高めていただきた
い。」と説いております。
　また、田中ガバナーは「ロータリーに輝きを」の
テーマのもと、「世界のロータリーの中で職業奉仕
と奉仕実績を高いレベルで実行できる地区を目指し
たい。」とされております。
　各クラブにおいて計画されている事業、様々な
課題も山積しておりますが、全てに積極的に取り
組むことによって、課題解決の道が開けるものと
思います。
　最後になりますが、ガバナーはじめ地区の関係
各位、並びにクラブ会長、幹事、会員の皆様の御
支援御指導をよろしくお願い申し上げ挨拶とさせ
て戴きます。

　この度、鹿児島市内分区ガバナー補佐の大役を
引き受けることになりました鹿児島城西ロータ
リークラブの小園弘巳です。10クラブある鹿児島
市内分区を私と鹿児島北ロータリークラブの上田
ガバナー補佐の2名で担当いたします。
　私のロータリー歴は、クラブ発足時から今年で
28年になります。2004－05年度（ロータリー100
年の年）に当クラブから三木靖ガバナーを輩出し
て今年で早10年になります。クラブ入会当初、
当クラブ川上特別代表からロータリーの「こまの
理論」を教わりました。こまは常に回転（奉仕活
動）をしてないと転倒（存在価値がなくなる）し
てしまうのです。現在、標語はロータリーの綱領
からロータリーの目的へと変わりましたが、その
理念は続いています。
　最近、RI、地区における大きな変化を感じていま
す。DLPの充実、クラブのCLP導入、R財団の未来
の夢計画スタートなど。ロータリー歴の長い会員か
らすれば、横文字が並ぶだけでも難しく感じられま
すが、今後各クラブがDLP、CLP、R財団を上手く
取り込んで下さる事を願っています。会員拡大・増
強においては、近年ガバナー補佐全員が委員会のメ
ンバーに入っている通り、最も重要な課題であると
認識しております。一方、大迫ガバナー年度にE－
クラブが立ち上がった事は、当地区の将来に向けて
夢が広がった思いがします。
　2014－15年度「ロータリーに輝きを」のテーマ
実現にあたり地区方針である職業奉仕を磨きなが
ら、戦略計画、CLP導入の推奨、会員増強とEND 
POLIO NOWに向けて上田ガバナー補佐と協力して
各クラブの皆様方のお役に立ちたいと思います。
ご指導、ご協力の程宜しくお願いいたします。

鹿児島市内分区
ガバナー補佐
小　園　弘　巳
　　（鹿児島城西 RC）
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未熟なロータリアンですが宜しく
　この度、鹿児島市内分区のガバナー補佐の大役
をクラブ内で最も時間がとれそうだと云うことで引
き受けさせられました。
　年金生活に入って、暇つぶしと、それまで疎かに
していた社会勉強を兼ねてRCに入会させていただ
きました。週に一度は外食をすると云うことで女房
は喜んでいます。
　入会して10年目になりますが、まだまだロータ
リアンとしては未熟です。幸い鹿児島市内分区は前
年度からガバナー補佐が２名になっていますので、
ロータリアン歴の３倍近く長いもう一人のガバナー
補佐小園弘巳さんの手助けを頂きながらもその責
務を果たすつもりです。
　田中俊實ガバナーの基本方針と活動計画を各ク
ラブにしっかり伝えると共に各クラブの意見・要望
が十分にガバナー並びに地区へ伝わるように、市
内各クラブと地区、RIとの繋ぎの役割に努めたいと
思っております。
　ゲイリーC.K.ホアン2014-2015年度国際ロータ
リー会長の方針である地域社会で、クラブを強化
し、「ロータリーに輝きを」のテーマを実践できる
ように努めたいと思っています。
　それぞれのクラブが独自の理念を持ちつつ、「奉
仕の理想」に向かって、楽しく、活性化していくこ
とと、分区内の協力・親睦がより発展することを期
待しています。
　最後に、未熟なガバナー補佐ですが、これから１
年間、精一杯努めさせていただきますので、各クラ
ブの会長、幹事および会員の皆さまのご指導、ご協
力よろしくお願いいたします。

「さらに連帯感のある分区に」
　ロータリーに入会時、先輩ロータリアンから、
ロータリーにはNOはない、と言われ、今回ガバ
ナー補佐の指名を受けた時、順番が回って来た
から仕方がないか、と言う位の気持で引き受けた
が、今までの数回に亘るガバナー補佐研修を受
け、その度に、その責任の重さを痛感している所
であります。
　しかし受けたからには力不足かもしれないが、
精一杯頑張ってみたいと思っています。
　我が分区は３クラブで、かねてより大変親しく
交流があり、まとまりのある分区だと自負してい
る所であります。
　今年度のそれぞれの会長とも、クラブ同志、協
力出来る事は共に協力し合うという気持でクラブ
間の連絡を密にしていきたいと話し合った所であ
ります。
　当分区に於いては、本年度次の２つの課題に取
り組むつもりです。
①　 ３クラブ共、未だCLP導入に至っていないのが
現状で、地区の協力を得ながらIM等でCLPに
ついて研修し、CLP導入に向け取り組むよう各
クラブに要請をする。

②　 当分区は研修等の際、旅費等の出費がかなりか
かり懸案である、ガバナー補佐の費用等も3ク
ラブで協力し合って出せるよう分区としての基
金造りを考えていきたい。

　ゲイリーC.K.ホァン会長のテーマ、「ロータリー
に輝きを」の実践を目指し、３つの課題、８％以
上の会員増強、ポリオ撲滅協力、ロータリーデー
の開催、に向け精一杯努力をしたいと思います。
　又、田中ガバナーのこの一年の活動が、ロータ
リアンとしてもっと自信と誇りを持ち、すばらし
い成果をもたらすよう、各クラブとのパイプ役を
果して、クラブ活性化に向け、微力を尽していき
たいと思います。

鹿児島市内分区
ガバナー補佐
上　田　耕　平
　　　（鹿児島北 RC）

奄美分区
ガバナー補佐
名　島　一　義
　　　　　（奄美 RC）
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第3ゾーン担当コーディネーター
ロータリー

コーディネーター（RC）
安満　良明
（2730地区）

ロータリー財団地域
コーディネーター（RRFC）

松本茂太郎
（2710地区）

ロータリー公共イメージ
コーディネーター（RPIC）

岩永　信昭
（2740地区）

日韓親善委員会
秦　喜八郎 （宮崎中央）

日台親善委員会
田村　智英 （延岡）

ロータリー米山記念奨学会
理　事 秦　喜八郎 （宮崎中央）
評議員 伊藤　学而 （鹿児島）

ガバナー指名委員会
◎ 田村　智英 （延岡）
○ 伊藤　学而 （鹿児島）
秦　喜八郎 （宮崎中央）
山下　皓三 （鹿児島西）
大迫　三郎 （宮崎南）

地区事務所固定・合理化委員会
◎
○

DL研修会

奉仕プロジェクト部門
部門長 古木　圭介 （鹿児島西）

クラブ管理部門
部門長 川原　篤雄 （鹿児島SW）

奉仕プロジェクト委員会
◎ 古木　圭介 （鹿児島西）
○ 福永　健一 （奄美）

中園　伸宏 （指宿）
井岡　松司（鹿児島SW）
山田　忠茂（鹿児島東南）

表彰選考委員会
◎ 大迫　三郎 （宮崎南）
○ 橋口　正樹 （宮崎南）

直前Ｇ補佐全員

クラブ奉仕委員会
◎ 川原　篤雄 （鹿児島SW）
○ 松田　泉 （鹿児島SW）

深尾　兼好 （鹿児島西）
中熊　良定 （出水）
G補佐全員

フェローシップ委員会
◎ 松田　泉 （鹿児島SW）
○ 森代　武志 （出水）

内倉　厚弘 （鹿児島城西）
クラブ研修委員会

◎ 深尾　兼好 （鹿児島西）
○ 川平建次郎 （鹿児島西）

重田　千尋 （串良）
藏満　瑞昭 （きもつき）
出席推進委員会

◎ 中熊　良定 （出水）
○ 中山　忠彦 （都城西）

久徳　　誠 （南九州大崎）

なでしこ2730委員会
◎ 高木ツヤ子 （串間）

志村　正子 （鹿屋西）
小坂　恭子 （都城中央）
田村香代子 （都城中央）
梅木　安子 （鹿児島SW）
福山　孝子 （鹿児島中央）

職業奉仕委員会
◎ 福永　健一 （奄美）
○ 中村　良一 （鹿児島北）

平木　泰英 （宮崎東）
社会奉仕委員会

◎ 中園　伸宏 （指宿）
○ 名島　　博 （鹿児島）

佐伯浩一郎 （都城北）
武井美智子 （鹿児島南）
栗山　法弘 （宮崎北）
富賀見　聡 （都城北）
国際奉仕委員会

◎ 井岡　松司（鹿児島SW）
○ 今村　時雄 （宮崎北）

田島　直也 （宮崎中央）

地区諮問委員会
◎ 今林　重夫 （指宿）
○ 海江田順三郎（鹿児島中央）
島津　久厚 （都城）
図師　鎮雄 （西都）
井ノ上　繁 （鹿屋）
安満　良明 （加治木）
大淵　達郎 （宮崎）
冨永　国俊 （川内）
田村　智英 （延岡）
秦　喜八郎 （宮崎中央）
伊藤　学而 （鹿児島）
長峯　　基 （都城）
山下　皓三 （鹿児島西）
大迫　三郎 （宮崎南）

RLI運営委員会

危機管理委員会
◎ 伊藤　学而 （鹿児島）
○ 田島　直也 （宮崎中央）
田中　　寛 （宮崎南）
山田　忠茂（鹿児島東南）
米丸麻希子 （国分）
古木　圭介 （鹿児島西）
喜島健一郎 （宮崎西）
永田　行博 （鹿児島）
水居　　徹 （宮崎）
上川　咲男 （鹿児島南）

規定審議会検討委員会
◎ 秦　喜八郎 （宮崎中央）
○ 伊藤　学而 （鹿児島）
長峯　　基 （都城）
山下　皓三 （鹿児島西）
大迫　三郎 （宮崎南）

◎ 委員長
○ 副委員長
注 : ガバナーは地区諮問委員会 ･

ガバナー指名委員会を除く全て
の委員会の職権上の委員となる

平成 26年６月 10日現在

災害復興支援委員会
◎ 長峯　　基 （都城）
○ 大迫　三郎 （宮崎南）
田中　俊實 （鹿屋）
野中　玄雄 （延岡東）
橋口　正樹 （宮崎南）
村上　　潤 （鹿屋）
田島　幹洋 （延岡東）

拡大・増強部門
部門長 田上　　明 （かのや東）

拡大・会員増強委員会
◎ 田上　　明 （かのや東）
○ 高木ツヤ子 （串間）

内村　文泰 （鹿児島）
永野　陽子 （佐土原）
G補佐全員
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ガバナーエレクト
野中　玄雄 　（延岡東）

ガバナー補佐
宮崎県

北部分区 尾形　　栄 （延岡）
西部分区 東　　篤徳 （都城中央）
中部分区 押川　弘巳 （宮崎北）
南部分区 坂下　元信 （日南中央）

鹿児島県
北部分区 頴川　正伸 （川内）
西部分区 西村　正幸 （頴娃）
中部分区 川野潤一郎 （姶良）
東部分区 風呂井　敬 （鹿屋西）
市内分区 小園　弘巳 （鹿児島城西）
市内分区 上田　耕平 （鹿児島北）
奄美分区 名島　一義 （奄美）

ガバナー事務局
地区幹事 村上　　潤 （鹿屋）
筆頭副幹事 上村　裕治 （志布志）
副幹事 宇都健三郎 （鹿屋）
副幹事 中野　三郎 （串良）
副幹事 川崎　源雄 （鹿屋西）
副幹事 二井　義尚 （かのや東）
副幹事 岩下健一郎 （きもつき）
副幹事 久徳　博文 （南九州大崎）
副幹事 羽島　孝雄 （志布志みなと）

ガバナー
田中　俊實 （鹿屋）

ガバナー月信委員会
◎ 久保　　健 （鹿屋）
○ 蛭川　貞雄 （鹿屋）

小林　省三 （鹿屋）
中原雄一郎 （鹿屋）
西薗　俊和 （鹿屋）
徳永　五男 （鹿屋）地区大会実行委員会

◎ 川崎　源雄 （鹿屋西）
○ 前田　宗隆 （鹿屋西）

大会幹事 遠矢　達一 （鹿屋西）
会計 山﨑　隆夫 （鹿屋西）

地区戦略計画委員会
◎ 伊藤　学而 （鹿児島）

6部門長

未来の夢計画委員会
◎ 今林　重夫 （指宿）

6部門長

米山記念奨学会部門
部門長 永田　行博 （鹿児島）

公共イメージ部門
部門長 水居　　徹 （宮崎）

ロータリー財団部門
部門長 喜島健一郎 （宮崎西）

ロータリー財団委員会
◎ 喜島健一郎 （宮崎西）
○ 上川　咲男 （鹿児島南）

藤岡　宏教 （都城中央）
前田　正幸 （鹿児島SW）
有村　茂樹 （鹿児島東）

米山記念奨学会委員会
◎ 永田　行博 （鹿児島）
○ 長嶺　貴臣 （宮崎北）

野間　隆文 （西都）
米山奨学寄付・選考委員会
◎ 長嶺　貴臣 （宮崎北）
○ 上田　耕平 （鹿児島北）

中島秋津子 （鹿児島南）
米山学友委員会

◎ 野間　隆文 （西都）
○ 原　　正親 （鹿児島西）
○ 濵田　紘一 （鹿児島城西）

領家　　勤 （宮崎）

公共イメージ委員会
◎ 水居　　徹 （宮崎）
○ 山村　健司 （日向東）

天本　美信 （鹿児島西）
広報・IT 委員会

◎ 山村　健司 （日向東）
○ 安達　龍大 （宮崎北）

柏田　直俊 （日向）
ロータリー雑誌委員会

◎ 天本　美信 （鹿児島西）
○ 小山田吉治 （鹿児島SW）

深尾　兼好 （鹿児島西）
岩切　承自 （宮崎西）

補助金・ポリオプラス委員会
◎ 藤岡　宏教 （都城中央）
○ 小園　弘巳 （鹿児島城西）

井上　博功 （高鍋）
野上　展孝 （鹿児島）
VTT委員会

◎ 上川　咲男 （鹿児島南）
○ 米丸麻希子 （国分）

佐藤　信博 （延岡）
久保田岩洋 （奄美）
川畑　宏二 （鹿児島西）
西岡　雅博 （志布志）

年次寄付・恒久基金委員会
◎ 有村　茂樹 （鹿児島東）
○ 衛藤　清隆 （宮崎西）

日髙　勇二 （宮崎南）
学友・奨学金・

世界平和フェローシップ委員会
◎ 前田　正幸 （鹿児島SW）
○ 英　　保彦 （串間）

江島　　寛 （宮崎中央）
赤塚　晴彦 （鹿児島SW）

青少年奉仕委員会
◎ 山田　忠茂 （鹿児島東南）
○ 川畑　幸則 （川内）

前田　嘉郎 （霧島）
岩澤　浩二 （加治木）
七枝　敏洋 （鹿児島西）
ライラ委員会

◎ 前田　嘉郎 （霧島）
○ 関谷隆次郎 （宮崎）

鈴木　俊二 （加治木）
坂元　直人 （鹿児島中央）
藤原荘一郎 （延岡中央）

インターアクト委員会
◎ 川畑　幸則 （川内）
○ 大隈　栄子 （宮崎南）

中島　一郎 （串間）
小坂泰一郎 （都城西）
玉利　佳久 （鹿児島南）
濵嶋　栄一 （阿久根）

ローターアクト委員会
◎ 岩澤　浩二 （加治木）
○ 松本洋一郎 （宮崎）

小山　光義 （鹿児島西）
日髙　　均 （宮崎西）
迎　　淳一 （小林）
吉留　幸史 （国分）
佐々木慈舟 （都城）
渡海谷宗宜 （鹿児島東南）
青少年交換委員会

◎ 七枝　敏洋 （鹿児島西）
○ 米丸麻希子 （国分）
○ 佐藤　信博 （延岡）

中間　博英 （加治木）
戸高　　望 （都城北）
丸野　史朗 （霧島）

ロータリーの友　地区代表委員
深尾　兼好 （鹿児島西）

地区事務所（都城）
事務局長 中村　七郎 （都城西）
事務局員 大王佐和子

ガバナー連絡事務所
事務局長 井手口　孝 （鹿屋）
事務局次長 谷口　献児 （鹿屋）
事務局員 橋口　志保 （鹿屋）

地区財務委員会
◎ 内野　文生 （鹿屋）
○ 山地　久守 （宮崎南）

新谷　　博 （延岡東）
地区監査委員
重松　芳文 （宮崎南）
岩﨑　隆夫 （かのや東）
【ロータリー財団担当】
長岡　紀行 （宮崎中央）

ガバナーノミニー
大重　勝弘 　（指宿）

地区研修リーダー
山下　皓三 （鹿児島西）

地区研修委員会
◎ 山下　皓三 （鹿児島西）
○ 秦　喜八郎 （宮崎中央）
田村　智英 （延岡）
6部門長

RLI委員会
◎ 秦　喜八郎 （宮崎中央）
○ 田村　智英 （延岡）
伊藤　学而 （鹿児島）
長峯　　基 （都城）
山下　皓三 （鹿児島西）
大迫　三郎 （宮崎南）

RI 国際大会推進委員会
◎ 田中　俊實 （鹿屋）
○ 大迫　三郎 （宮崎南）
野中　玄雄 （延岡東）
山下　皓三 （鹿児島西）

地区運営委員会
Ｇ ,PG,GE,GN,G補、6部門長、地区幹事、

財務委員長、筆頭地区副幹事



鹿児島県奄美分区

宮崎県南部分区

宮崎県中部分区

宮崎県北部分区

宮崎県西部分区

鹿児島県西部分区

鹿児島県市内分区

鹿児島県東部分区

鹿児島県北部分区

鹿児島県中部分区

○…ロータリークラブ
△…ローターアクト提唱RC
□…インターアクト提唱RC
●…ローターアクト、インターアクト提唱RC
Ｐ…プロバスクラブ提唱RC
Ｃ…RCC提唱 RC

○奄美瀬戸内

△奄美
△奄美中央

●鹿児島Ｐ
□鹿児島南Ｐ
●鹿児島西Ｐ
△鹿児島東南
△鹿児島中央ＰＣ
●鹿児島西南Ｐ
△鹿児島城西ＰＣ
□鹿児島東
○鹿児島北Ｐ
○鹿児島サザンウィンドＣ

○指宿Ｐ
□頴娃Ｐ

○加世田

●阿久根Ｐ

●川内
○薩摩川内
○串木野

△出水Ｐ●大口Ｐ

□宮之城
○霧島

△加治木
○姶良 △国分Ｃ

○国分中央

●鹿屋
□鹿屋西Ｐ
○かのや東Ｐ○枕崎

○
伊集院Ｐ

□志布志Ｐ
○志布志みなと

□串間

○日南
□日南中央Ｐ

●宮崎Ｐ
△宮崎西
□宮崎北Ｐ
□宮崎南
●宮崎中央
○宮崎東

●都城Ｐ
□都城北Ｐ
□都城西
○都城中央Ｐ

●小林ＰＣ
□小林中央□えびのＰ

○佐土原

△高鍋

○延岡
○延岡東
○延岡中央Ｐ

○門川
○日向
○日向東Ｐ
○日向中央Ｐ

○…ロータリークラブ
△…ローターアクト提唱RC
□…インターアクト提唱RC
●…ローターアクト、インターアクト提唱RC
Ｐ…プロバスクラブ提唱RC
Ｃ…RCC提唱 RC

○奄美瀬戸内

△奄美
△奄美中央

●鹿児島Ｐ
□鹿児島南Ｐ
●鹿児島西Ｐ
△鹿児島東南
△鹿児島中央ＰＣ
○鹿児島西南Ｐ
△鹿児島城西ＰＣ
○鹿児島東
○鹿児島北Ｐ
○鹿児島サザンウインドＣ

●指宿Ｐ
□頴娃Ｐ

○加世田

●阿久根Ｐ

●川内
○薩摩川内
○串木野

△出水Ｐ●大口Ｐ

□宮之城
○霧島

△加治木
○姶良 △国分Ｃ

○国分中央

●鹿屋
□鹿屋西Ｐ
○かのや東Ｐ○枕崎

○
伊集院Ｐ

□志布志Ｐ
○志布志みなと

□串間

○日南
□日南中央Ｐ

●宮崎Ｐ
△宮崎西
□宮崎北Ｐ
□宮崎南
●宮崎中央
○宮崎東

●都城Ｐ
□都城北Ｐ
□都城西
○都城中央Ｐ

●小林ＰＣ
□小林中央□えびのＰ

○佐土原

△高鍋

○延岡
○延岡東
○延岡中央Ｐ

○門川
○日向
○日向東Ｐ
○日向中央Ｐ

○西都Ｐ

△串良Ｐ
○きもつきＰ
○東九州大崎

△串良Ｐ
○きもつきＰ
○東九州大崎

第2730地区　地区概況（地図）
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2014ー 2015年度　地区関係資金（人頭分担金）予算



2014ー 2015年度　地区活動資金収支予算
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ガバナー公式訪問要項

21

 

１．目的
　・ゲイリー・ホアン会長のテーマ「ロータリーに輝きを」の説明と普及
　・クラブ目標への進展状況の確認とはげまし
　・クラブ活性化の為の意見交換
　・素晴らしいロータリアンとの出会い

２．公式訪問スケジュール

３．クラブフォーラムについて
　（１） クラブの活動状況については会長・幹事懇談会で情報交換しますので特別なプロジェクトについて

のみ発表いただきたい。
　（２） 各クラブ２名か３名の代表の会員による私のロータリーモーメント「ロータリーに入って感動した

こと」、「素晴らしい仲間の紹介」について、お一人10 分～15 分程度の発表をしていただきま
す。60 分の内40 分程度を予定します。（発表者の人数・時間の設定はクラブにお任せします）

　（３）明るく闊達なコミュニケーションの時間にしましょう。

４．公式訪問の事前書類提出について
　（１） 公式訪問を効率よく進めるために、以下の書類をガバナー事務所へ２部、担当ガバナー補佐へ１

部、公式訪問の３週間前に送付してください。
　　　　・「クラブ計画及び目標」「会長の計画並びに見解」
　　　　・概況報告
　　　　・クラブ定款・細則
　　　　・充填・未充填・職業分類
　　　　・クラブ委員会活動計画
　　　　・効果的なロータリークラブとなるための活動計画の指標
　　　　・長期目標の立案
　　　　・クラブ会報（直近４週間分）

５．担当ガバナー補佐との連絡
資料については、各クラブの特徴を明確にするようにご尽力ください。なお、特別な事項があれば担当ガバナー補佐
に連絡して、ガバナー事務局に早めにご連絡ください。

６．その他
　（１）ガバナーとガバナー補佐、随行者のネームプレート、卓上プレートは持参します。
　（２）お土産、クラブフォーラム後の接待は、固くご辞退させていただきます。
　（３）ガバナーとガバナー補佐のフィーは、免除させていただきます。
　（４）当日に食事は、できるだけ100万＄食事にしてください。　



ガバナー公式訪問日程表
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2014ー 2015年度　主な行事予定

※都合により日程変更があります。

日　　程 行　　事 開催時間 場　　所 摘　　要

２
０
１
４
年

7月1日 火 ガバナー会 10：00
グランドプリンス
ホテル高輪

ガバナー他

7月2日 水
ロータリー財団
地域セミナー

グランドプリンス
ホテル高輪

ガバナー他

7月5日 土
第1回
地区諮問委員会

15：30
志布志湾大黒
リゾートホテル

諮問委員及び
指名出席者

7月6日 日
全国青少年交換
委員長会議

9：15
品川プリンスホテ
ルメインタワー

地区青少年交換
委員長

7月6日 日
ローターアクト
第１回地区連絡協議会

10：00-14：30
イオンモールミエル都城
駅前店　イオンホール

7月13日 日
第1期RLI-2730
パートⅡ研修会

10：00-17：20 メインホテル

7月26-27日 土・日
第49回地区インター
アクト年次大会

12：30
霧島自然ふれあい
センター

8月24日 日 第1回地区運営委員会等 メインホテル

8月24日 日 第1回ガバナー補佐会議 メインホテル

10月17-19日 金・土・日 2014-15年度地区大会 鹿屋市文化会館他

11月8-9日 土・日
第43回地区ローター
アクト年次大会

都城市

２
０
１
５
年

2月14-15日 土・日
地区チーム研修
セミナー

ホテルメリージュ
延岡

3月7-8日 土・日
会長エレクト研修
セミナー

キャトルセゾン
マツイ

5月24日 日 地区研修・協議会 野口記念館他

10月16-18日 金・土・日
2015-16年度地区大会
予定

延岡総合文化
センター他

規定審議会検討委員会よりお知らせ
2016 年規定審議会での立法案提案を募集しております。
2016年規定審議会に提出する立法案は、2014年 12月 31日までに地区の承認を受け、国際ロー
タリー（事務総長）へ提出されなければなりません。詳しくは手続要覧 P113 ～をご覧ください。
例年、立法案の提案が少ないとのことです。クラブによる提案と地区による提案があります。
多くの提案をお待ちしております。

お知らせ



第2730地区　トピックス
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延岡中央RC事務局移転のお知らせ
〒 882-0047　延岡市紺屋町１－４－２８　ホテルメリージュ内（例会場と同じになります。）
電話・ファックス番号は変更ありません。

頴娃RC例会会場変更のお知らせ
2014 年 6月 19日（木）より➡ 今吉荘（南九州市頴娃町郡 1425 番地　TEL0993-36-0062）

お知らせ

平成26年6月　南日本新聞 掲載

平成26年4月21日（月）南日本新聞掲載

平成26年6月18日（日）　宮崎日日新聞掲載



 

 

/  

公益社団法人ロータリー米山記念奨学会

5月の寄付金傾向

25



26



入　退　会　報　告

文 庫 通 信

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　開館.午前10時～午後5時　休館.土・日・祝祭日

TEL.03-3433-6456　FAX.03-3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp

　「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 年に創立された皆さまの資料室です。

　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、2万 3千点を収集・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。

最近のロータリー情報
◎「日本のロータリアンに期待する」　ロンD. バートン　2014　5p 　（第 42回ロータリー研究会報告書）

◎「RI 会長を終えて」　田中作次　2014　8p　（第 42回ロータリー研究会報告書）                     　　

◎「北米におけるロータリー研究会」　G.Kenneth Morgan　2014　3p 　（第42回ロータリー研究会報告書）

◎「世界のロータリー」　田中作次　〔2014〕4p 　　（D.2770 地区大会の記録）

◎「今こそ考えよう、ロータリーの心と基本－ RI の最近の動きとクラブの対応」富田英壽　2014　38p  

　 （魅力あるロータリーに）     

◎「RLI とは」　南園義一　2012　6p　（RLI 研修セミナーテキスト）          

◎「新戦略計画の理解と実践を」　南園義一　2014　2p 　（D.2780 月信）

◎「2013 年版手続要覧『主な改定内容と解説』」　小船井修一　2014　3p　（D.2500 月信）

◎「『職業奉仕フォーラム』実施の報告」　 福田武男　2014　2p　（D.2510 月信）

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［上記申込先：ロータリー文庫 ]

●入会者
ご入会、おめでとうございます。

■川原　晴幸（国分中央 RC）

■南　　康朗（国分中央 RC）

■上野　充博（都城中央 RC）

■藤澤　正博（宮崎南 RC）

■畑中　昭信（宮崎西 RC）

■原田　真里（宮崎北 RC）

■山城　　浩（宮崎北 RC）

■長友　秀泰（延岡 RC）

■桜井　鉄治（延岡 RC）

■柳田　　淳（延岡 RC）

●退会者
おつかれさまでした。

■五島　公人（国分 RC）

■野村　淳二（国分 RC）

■森　　幸信（国分 RC）

■小林　壮一郎（志布志 RC）

■川野　晃嗣（志布志 RC）

■黒木　一男（日向中央 RC）

■佐藤　敏郎（鹿児島中央 RC）

■山下　吉登（出水 RC）

■蓑毛　安博（小林中央 RC）

■恒吉　智彦（きもつき RC）

■佐々木　優子（延岡 RC）

■和田　明彦（延岡 RC）

■星野　　彰（都城西 RC）

■坂井　真由美（都城西 RC）

■秋葉　重登（鹿児島西 RC）

■山口　秀一（日南 RC）

■古澤　昌子（日南 RC）

■本田　　功（奄美 RC）

■門口　文代（奄美中央 RC）

■地曳　髙士（志布志みなと RC）

■中村　好樹（伊集院 RC）

■廣尾　秀士（宮崎南 RC）

■桜田　博文（都城 RC）

■新町　要紀（国分 RC）
　名誉会員
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Rotary My Life  ～ 我がロータリーの歴史 （思い出） ～

　私は1971年昭和46年4月15日、42才の誕生
日に鹿屋クラブに、検見崎さん、山村さん、
小野さん、梅北、４名の入会式がありまし
た。
　小鹿酒造の建設中で、子供は中学生１人小
学生２人で、経済的に苦しい時期に、ロータ
リーとは、１番苦しい時期に入会するのが良
いとの事で、中原平一郎先輩より推薦されま
した。ロータリーは、年令の上下、職種の上
下はないので、例会中は君付けで、徹底的に
教育を受けました。
　和田貞則さんの会長時代が20周年になり、
記念行事として、川原正雄さんが特別代表と
なり鹿屋西クラブの名簿、規則等を作成し、
鹿屋クラブより22名移籍し、現在は私１人が
在籍して居ます。
　チャーターメンバーは、33名でしたが現
在は、梅北、有園、前田（宗）３名が在籍し
ています。創立記念日は1977年11月28日で
す。初代会長に田中千尋さんが就任されまし
た。８代目会長に（1984~1985）なりまし
た。
　その時期にガバナーに田中千尋さんが就任
されました。鹿児島、宮崎、大分、熊本、４

県の最後のガバナーです。現在の田中俊實ガ
バナーのお父様です。
　ガバナーの就任記念として、かのや東ロー
タリーが設立され、インターアクトクラブが
鹿屋工業高校に1984年11月26日に設立され
ました。私は1929年4月15日生まれで85才
になりました。鹿屋クラブ６年鹿屋西クラブ
37年合計43年を過ぎ、異業種の集まりで、１
週間に１回の会合で友情の輪を広げ大へん良
かったと思います。
　クラブの皆様、老令で、ご迷惑を掛けると
思いますが、よろしくお引き立ての程お願い
申し上げます。

梅　北　四　郎 氏（85才）
鹿屋西RC
昭和４年４月15日生　
小鹿酒造㈱　取締役名誉会長

【ロータリー歴】
　昭和46年 ４月　鹿屋RC入会
　昭和52年11月　鹿屋西RCへ移籍
　鹿屋西RC　チャーターメンバー
　1984-1985年度　第８代会長
　平成26年4月28日　鹿屋西RC35年皆勤表彰

思い出

鹿屋市消防団運転手をしていた梅北四郎氏
1956 年 （昭和 31年 1月） 当時 27歳

会員歴

43年

各クラブの皆様、このコーナーへの投稿お待ちしています。
※編集の都合上変更する場合もあります。
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