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③国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2730 地区 地区大会プログラム （最終） 

2016年 9月 30日(金)～10月 2日(日)   

 

2016 年 9 月 30 日（金）  

【地区大会記念ゴルフ大会】                            開催場所 指宿ゴルフクラブ 

7:30 受付開始 

9:00 ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート 

16:00 終了予定（全組ホールアウト次第クラブハウス内にて表彰式） 

 

【地区財務・各種委員会】                              会場 指宿いわさきホテル 

16:00 地区財務委員会 

     大会決議委員会 

     大会登録委員会 

大会信任状委員会  

16：30 閉会 

 

【国際ロータリー第 3721地区との姉妹結縁調印式】     会場 指宿いわさきホテル（サンテラス） 

司会  地区幹事   堀之内 茂 

16：30 開会の挨拶   パストガバナー 今林 重夫 

     ガバナー挨拶 RI第 3721地区ガバナー 草庵 崔 海相 

  RI第 2730地区ガバナー 大重 勝弘 

 

     調印  RI第 3721地区ガバナー 草庵 崔 海相 

 RI第 2730地区ガバナー 大重 勝弘 

 立会人 RI第 3721地区次期ガバナー 金  俊式 

 立会人 RI第 2730地区ガバナーノミニー 川原 篤雄 

 

     祝辞 直前ガバナー 野中 玄雄 

 

17:00  閉会 

      ― 記念写真撮影 ― 

 

（開聞コース） 

（２階 会議室） 
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【ＲＩ会長代理御夫妻歓迎晩餐会】                   会場 指宿いわさきホテル（ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ） 

司会 指宿ロータリークラブ 吉利 勉・出口 正代 

17:30 受付開始（ウエルカム・ドリンク）                 

17:45 オープニング サウンド・ウインド（フルート・バイオリン・エレクトーン 3重奏） 

18:00 開 会 

      ＲＩ会長代理入場 

祝の舞                                                     ( 日本舞踊 ) 

      開会の辞 パストガバナー 今林 重夫 

歓迎挨拶・RI会長代理ご紹介 ガバナー 大重 勝弘 

     ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理 パストガバナー 三木   明 

     来賓紹介 ガバナー 大重 勝弘 

     乾 杯 パストガバナー 菊地   平 

アトラクション「フラダンス」                                       ハウラオプソハナ 

アコーディオン  千葉 百合子 

ゲストスピーチ 第 2570地区ガバナー 前嶋 修身 

  飛鳥 RC 

ロータリーソング「手に手つないで」   

閉会の辞 第３ｿﾞｰﾝﾛｰﾀﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ＰＧ 安満 良明 

20:00 閉会 
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2016 年 10 月１日（土） 

【パストガバナー諮問委員会（朝食会）】                 会場 指宿いわさきホテル（輿
ヨ

庵
アン

） 

司会  地区幹事   堀之内 茂 

7:30 開 会 

開会挨拶 パストガバナー諮問委員会委員長・ＰＧ 今林 重夫 

   ガバナー挨拶 ガバナー 大重 勝弘 

    大会登録状況報告 大会登録委員会委員長鹿児島県西部分区ガバナー補佐 工藤 博美 

    大会決議（案）について 大会決議委員会委員長・ＰＧ 菊地   平 

    ガバナー指名委員会報告 ガバナー指名委員会委員長・ＰＧ 長峯   基 

    2016年規定審議会報告とその対応について 規定審議会代表議員・PG 秦 喜八郎 

    韓国 3721地区姉妹地区盟約及び調印の件 直前ガバナー 野中 玄雄 

     その他 

8:30 閉 会 

 

【ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同協議会】                  会場 指宿市総合体育館 

司会 地区幹事 堀之内 茂 

8:30受付開始 

9:00 ＲＩ会長代理入場 

    開会・点鐘 ガバナー 大重 勝弘 

    ガバナー挨拶 ガバナー 大重 勝弘 

    ２０１5－１6年度地区資金決算報告 前財務委員長 新谷   博 

     ２０１6－１7年度財務現況報告並びに提案 財務委員長 桜井 博英 

    ２０１6－１7年度地区大会決議(案)提案 大会決議委員会委員長・ＰＧ 菊地   平 

    ガバナーノミニー・デジグネート候補者報告 ガバナー指名委員会委員長・ＰＧ 長峯   基 

     2016年規定審議会報告とその対応について 規定審議会代表議員・PG 秦 喜八郎 

     韓国 3721地区姉妹地区盟約及び調印の件 直前ガバナー 野中 玄雄 

     ガバナーエレクト事務局より次年度に向けてのお願い 地区幹事エレクト 長嶺 貴臣 

その他 

10:00 ＲＩ会長代理講演 ＲＩ会長代理 パストガバナー 三木   明 

10:25 閉会挨拶  ガバナー 大重 勝弘 

10:30 閉会・点鐘 ガバナー 大重 勝弘 

 

【次期ガバナー補佐会議】                            会場 指宿総合体育館 会議室 

10:20 開 会 

10:50 閉 会 
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【第１本会議】                                会場   指宿市民会館 大ホール 

                                    ＳＡＡ 指宿ロータリークラブ 下温湯正弘・大村 奈々 

10:00 受付開始 

11:00 オープニングセレモニー 「観光指宿紹介」 

11:10 オープニングセレモニー 「ストリートチルドレン」 

11:35 開会告知 

ＲＩ会長代理入場 

来賓入場 

ガバナー補佐並びに地区内クラブ紹介 

12:15 開会挨拶 地区大会実行委員会委員長 京田 親志 

12:20点 鐘 ガバナー 大重 勝弘 

ゲスト国韓国国歌斉唱 

日本国国歌斉唱 

    ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

12:30 ＲＩ会長代理ご夫妻紹介 ガバナー 大重 勝弘 

    来賓並びに特別参加者紹介 ガバナー 大重 勝弘 

12:45 物故会員に黙祷 

12:55 ホストクラブ歓迎挨拶 指宿ロータリークラブ会長 田原迫 要 

    来賓祝辞 来賓祝辞 鹿児島県副知事  

           来賓祝辞 指宿市長 豊留 悦男 

           ＲＩ第３６６１地区ガバナー挨拶 ＲＩ第３６６１地区ガバナー 徐 鐘範 

           ＲＩ第３７２１地区ガバナー挨拶 ＲＩ第３７２１地区ガバナー 草庵 崔 海相 

13:25 ガバナー挨拶並びにアドレス                                       ガバナー   大重 勝弘 

13:40 ＲＩ会長代理挨拶並びにアドレス ＲＩ会長代理 パストガバナー 三木   明 

14:05 各種表彰 直前ガバナー 野中 玄雄 

14:35 休 憩                                           

15:05 基調講演「国際ロータリー財団奨学生、その後」 宮崎大学長 池ノ上 克氏 

 

16:10 大会決議委員会報告 大会決議委員会委員長・ＰＧ 菊地   平 

大会決議等採択 ガバナー 大重 勝弘 

ガバナー指名委員会報告 ガバナー指名委員会委員長・ＰＧ 長峯   基 

その他報告 

16:25米山奨学生紹介挨拶 米山記念奨学会部門部門長 達富   脩 

16:35交換留学生紹介挨拶 奉仕プロジェクト部門 青少年交換委員会委員長 戸高   望 

16:45ガバナーエレクト紹介 ガバナー 大重 勝弘 

    ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 押川 弘巳 

    次期ガバナー補佐紹介 地区幹事エレクト 長嶺 貴臣 

17：00次期地区大会ＰＲ 

17:10 閉会・点鐘 ガバナー 大重 勝弘 
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【会員交流大懇親パーティー】 “ハッピーナイトいぶすき”    

会場  指宿いわさきホテル（ガデーンプールサイド） 

司会 指宿ロータリークラブ 米永 貞嗣・大村 奈々 

18:00  受付開始（ウエルカム・ドリンク） 

      オープニングセレモニー 

「山川ツマベニ少年太鼓」              

18:30  開会の言葉 パストガバナー 海江田 順三郎 

     ウエルカムアトラクション   ツマベニとゼロスタンスのコラボ 

18:40  ガバナー挨拶 ガバナー 大重 勝弘 

     ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理 パストガバナー 三木   明 

     来賓並びに特別参加者紹介 ガバナー 大重 勝弘 

記念品贈呈 

         三木明ＲＩ会長代理 

         姉妹地区 韓国 3661地区ガバナー徐鐘範 

韓国 3720地区ガバナー草庵崔海相 

         野中玄雄直前ガバナー 

     お礼の言葉 直前ガバナー 野中 玄雄 

鏡割り 

19：00  乾 杯 パストガバナー 大迫 三郎 

     アトラクション 「ハワイアン生バンド＆フラダンス」 ハワイアンバンド ハワイアン エコーズ 

 フラチーム① MBC学園（ナ・プア・ケ・アラ・ビューティ） 

 フラチーム②  指宿    （ハラウ オ ブメカ）                                

     アトラクション 「島のブルース、あまみ六調」 奄美分区 

         ：    「鹿屋 カンパチ音頭」 なでしこ 2730委員会 
         ： 

20:20  ロータリーソング 「手に手つないで」 

20:30  閉会の言葉 パストガバナー 田中 俊實 
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2015 年 10 月 2 日（日） 

【第２本会議】                                   会場  指宿市民会館 大ホール 

                                   ＳＡＡ 指宿ロータリークラブ 下温湯 正弘・籠原 百合絵 

8:00  受付開始 

 8:30  オープニングセレモニー        （ 指宿商業高等学校 吹奏楽部 ） 

9:00  開会・点鐘 ガバナー 大重 勝弘 

     ロータリーソング斉唱「我等の生業」   

9:05 大会登録委員会報告 大会登録委員会委員長・鹿児島県西部分区ガバナー補佐 工藤 博美 

信任状委員会報告 信任状委員会委員長・鹿児島県東部分区ガバナー補佐 中野 三郎 

規定審議会報告 規定審議会代表議員・ＰＧ 秦 喜八郎 

9:25  ローターアクト活動報告 奉仕プロジェクト部門 ローターアクト委員会委員長 中間 博英 

     インターアクト活動報告 奉仕プロジェクト部門 インターアクト委員会委員長 川畑 幸則 

 9:45  ガバナーノミニー紹介・挨拶 ガバナーノミニー 川原 篤雄 

     ガバナーノミニー・デジグネート紹介・挨拶 ガバナーノミニー・デジグネート 喜島 健一郎 

10：05 休 憩 

10：30 特別記念講演（一般開放） 

テーマ「よろこびを力に・・・」 バルセロナ・アトランタメダリスト 有森 裕子 氏 

11:30  ＲＩ会長代理所感 ＲＩ会長代理 パストガバナー 三木   明 

     ガバナー謝辞 ガバナー 大重 勝弘 

12:00 閉会・点鐘 ガバナー 大重 勝弘 

 

【フェアウエルパーティー】                            会場   指宿市民会館 友愛の広場 

                                    司会 指宿ロータリークラブ  徳永 博光 

12:30 開会挨拶 指宿ロータリークラブ会長 田原迫 要 

     乾 杯 地区大会実行委員長 京田 親志 

     大会を終えて 

       所 感 直前ガバナー 野中 玄雄 

       謝 辞 パストガバナー 今林 重夫 

13:30 閉会の言葉 鹿児島県西部分区ガバナー補佐 工藤 博美 

 

 

 


