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ガバナー月信　目次

大迫　三郎

（南九州大崎RC）近藤　　俊

（鹿児島東南RC）上田　　平

　　　

友ら集いて

今月のロータリーソング

作詞：増田房二（京都山科ＲＣ）

作曲：大栗　裕

１．春うららかに風かおる

　　世に正しきをきづかんと

　　友ら集いて　いざ語らん

　　真実の道　ロータリー

ロータリーロゴが新しくなりました。
使用の詳細につきましては情報が届き次第、随時お知らせして参ります。

ロータリーの新しいロゴについて



－ 1 －

国際ロータリー第2730地区
2013～2014年度　ガバナー

大　迫　三　郎

　皆さん、こんにちは。鹿児島県鹿屋市にて、近藤獣医科クリニック有限会社の代表取締役をしてお

ります、近藤俊です。職業分類は、獣医師です。

　一言で獣医師と申しましても、対象動物によって、大きく二つに分類されます。犬猫などのペット

を対象とする動物病院、そして牛・馬・豚・鶏・ヤギなどの家畜を対象とする大動物診療で、私は後

者を行っています。

　動物病院での診療は、去勢・避妊をはじめとする外科手術、皮膚病や胃腸障害、ワクチン接種など

が多くを占めるのに対して、大動物では難産、乳房炎、肺炎、下痢、繁殖障害、運動器障害等が大半

を占めます。

　そして、家畜はペットと違い、産業動物です。農家さんは家畜や牛乳の売却による収入で暮らして

職業奉仕の魅力 !

ガバナー
通信

　いずれのロータリアンも職業の尊さ、使命、誇りを充
分に胸に秘めて、それぞれの仕事場で頑張って居られま
す。公式訪問でお聴きしたフォーラムでの職業奉仕の発
表は感動の連続でした。その感動の一つを今月も皆様に
お届け致します。

南九州大崎ロータリークラブ

近　藤　　俊（獣医師）

「命」へ命がけ－私の職業奉仕

感動の『フォーラム発表』紹介
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いるため、病気は減収に直結します。いかに病気を正確に診断し、短期間で治すことにより経済的損

失を抑えるか、それを常に考えています。時には、やむを得ず屠畜を勧めたり、安楽死という苦渋の

決断を迫られる場面もあります。本来「命の灯火」を消さぬ立場の獣医師としては、とても辛い瞬間

です。

　さて、もともと畜産農家さんは、いわゆる３Ｋ、「きつい」「汚い」「危険」の代表とも言える職業であり、

平均年齢が七十歳代にもかかわらず後継者がほとんどいないことで、深刻な時期を迎えています。

　当然、我々獣医師が接するお客様も、大半が高齢者であり、通常の診療や予防接種などでも年々問

題が増えてきています。

　特に、牛の出産に関しては問題が多いと言えるでしょう。せり市で子牛を高く売るために血統・交

配が研究され、産まれる胎児の大型化が進んでいます。逆に、農家さんが高齢で牛を運動させるだけ

の体力が無く、牛に一切運動させない方が増えています。運動不足によって母牛が肥満傾向にあり、

これが難産を助長させています。

　難産では、到着が数分遅ければ、あるいは分娩介助の方法が誤っていれば、命が無かったかもしれ

ないという場面に数多く遭遇しますので、常に緊張感を持って従事しています。しかし、胎児が元気

に自発呼吸を開始する瞬間は、今まで数え切れぬ出産に携わった自分にとっても、その毎回が「感動」

です。農家さんが嬉しそうに

「先生、元気な子で良かった。ありがとう。」と言ってくださるのが、私にとって最高の喜びであり、

この仕事をしていて良かったと心から感じる時なのです。

　身近なロータリー仲間はご存知のことですが、私はアルコールを一切飲みません。これは、夜中の

難産に向かう際、診療車の運転が出来なくなるからという理由もあります。以前、ある農家さんが「そ

げな時は代行で行っせ、産ませりゃよかと」と仰いました。しかし私は違うと思っています。大切に

育ててきた家族同等の母牛が出産する神聖な場所に酒臭い獣医師が行くことがあるならば、それはプ

ロ失格だと私は考えます。命をお預かりする責任ある仕事である以上、アルコールもタバコも絶対に

摂取しない。要請があれば、二十四時間いつでも最善を尽くせるよう、自らも常に健康であるべき。

それが使命だと思っています。

　ところで私は毎年地元の小学校で授業を行っています。動物の話をはじめ、生命のしくみ、そして

私が今まで地球上の全大陸を旅してきた中で、アフリカ諸国など貧困地域での体験、訪れた者しか知

り得ないことをお話しします。この授業の後には、クラス全員からお手紙を頂きます。そこには、私

の話を聞いて、自分も獣医師という職業に興味を持ち、目指したいと思うようになったという、有り

難い話もあります。それと同時に、世界の厳しい現実、日本が豊かすぎること、自分が恵まれすぎて

いることが分かり、いろいろ考えさせられた、という意見も。大人になったら、世界で困っている人

のために率先して行動したい。そんな、小学生とは思えぬ感想もあります。きっとこの子は将来、模

範的なロータリアンになってくれることでしょう。

　私ごときの授業で、何かを感じてくれる学生がいる。実に嬉しいことです。しかもそれだけでなく、

子ども達が熱心に書いてくれたお手紙から、私は感動を項いています。

　人としても獣医師としても、まだまだ未熟な私ですが、地域の子ども達が大きな夢を持って育ち、

やがて地域そして世界に貢献してくれることを願い、微力ながらも応援し続けていきたいと思ってお

ります。
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ガバナー公式訪問の感動 その⑤

会長　上　田　　平

　「職業奉仕を持って社会に貢献していく」
ということは、事業を行っている人は事業を
拡大する、専門職の方は専門技術を磨き技術
の質を高めより多く技術を社会へ提供する、
組織人であれば組織の中での地位を高め前記
に邁進する。この事は、社会への影響を大き
くし、より良い社会の実現につながります。
「これこそまさにロータリーの精神をもとに
した社会への貢献である」と確認できたガバ
ナーとの対話は大変有意義なものでした。
　これを当クラブの全会員が実践し、成果を
あげるようになればどうなるか？　そんな会
員ばかりの集まったクラブであれば、「是非
入会したい」と事業欲、専門欲、出世欲、（い
い意味での欲です）に燃える若い世代の入会
が後を絶たず、自然と会員数が増えていくよ
うに思います。また　現役を退いたロータリ
アンは、成功や失敗の体験などの経験を現役
の発展に活かしていくことが使命ともいえま

鹿児島東南ＲＣ
す。このことにより現役の発展はさらに加速
されていくでしょう。これらがまさに、世代
を超えた会員の集まりである
ロータリーの大義、いや醍醐味ではないで
しょうか。
　さらに、上記のようなことが起こるとクラ
ブの抱える社会貢献事業についても、より一
層の厚みがある活動へとつながっていくと思
います。　
　会員を増強する、CLP に沿った組織作り
をする、大義を理解して実行するのとしない
のでは大きな差があります。会長となったこ
とがきっかけで　このような事が少しばかり
見えてきたような気がします。ガバナー公式
訪問ありがとうございました。
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クラブ名

E-クラブ創立へ始動!!

　去る２月16日、都城メインホテルにて、第2730地区内に開設
する『E-クラブ』創立についての準備委員会が開催されました。
議事録、主意などの詳細をお知らせ致します。

国際ロータリー第2730地区

第1回E-クラブ開設準備委員会
招集者：国際ロータリー第2730地区
2013－14年度ガバナー　大迫 三郎

Eクラブ開設準備室委員長　深尾 兼好
出席者：大迫G、長峯PDG、飯野G補、林増強部門長
古木奉仕PJ部門長、赤塚財団部門長、水居公共I部門長
山田青少年委員長、山村広報・IT委員長、安達副委員長

川平研修副委員長、上村裕治次期副幹事、深尾開設準備室委員長
オブザーバー：宮元健児G随行、東岳也RA-OB、今柳田幸代RA-OG

吉永由香RA-OG、廣田みきRA-OG、松本直美RA-OG

以上20名

　　　　　　　日　時 ： 2014年２月16日(日) 13:30～16:00　
　　　　　　　会　場 ：都城メインホテル３階・万久ホール

ジャパン カレント（黒潮）
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13：30　開会　深尾委員長、開会に先立ち開設準備委員会設置の経緯を説明。
　大迫ガバナー挨拶のあと,出席メンバー自己紹介。深尾委員長、Eクラブについてと開設準備
　委員会の役割について解説。大迫ガバナーを議長に協議に入る。　　　　　　　　
14：20～　協議
①　特別代表の選出:大迫G指名に基づき全会一致で
　　長峯基PDG(都城RC)に決定
②　名称：Rotary E-club Japan Currentを全会一致で支持、RIへの登録は、この名称で行う。
③　会員エリアは全世界とするが、当地区への交誼を条件とし、地区内ロータリアン2名
の推薦を以て会員を選定する。

④　会員資格、例会時間、例会運営、会費、入会金案
　　　会員資格は原案通り、身体、距離、時間的ハンディを持つ入会希望者、転勤による
県外、海外への移住者、ロータリーファミリーを中心にロータリー理念の共感者。ロー
タリーの無い国の希望者、特別公務員、公務員については、RC(ｿﾞｰﾝ)に確認して確定。

　　　例会時間は毎週月曜正午から土曜日正午まで、空白時間は例会準備のため閉鎖。
例会運営についてはCLPの採用を含めて原案を採択。会費・入会金は討議の結果、
60,000円、入会金は30,000。

　　(内、25,000はRI及び地区負担金、15,000は年次寄付，20,000ガバナー補佐活動費)、
以上で募集要項を採択。

⑤　創立会員の募集方法について　
　　　　・地区HPに募集要項掲載、(トップページより誘導)
　　　　　デザイン、内容を承認、２月17日よりアップロード
　　　　・募集パンフを作成し、ガバナー文書を添えて地区内全クラブ
　　　　　会長・幹事宛てに送付、創立会員の紹介、推薦を依頼する。
　　　　　特に転勤による会員移動の多いクラブはG補が訪問して依頼。
　　　　・アクト-OBを中心としたRファミリーへの働きかけ
⑥　スポンサークラブについては転勤族の多い2つの県都より鹿児島西RC，宮崎RCを選
定、G,G補佐がクラブの承認を働きかける。また全10分区がスポンサークラブの支援
を行う。

⑦　E-クラブ専用サーバーによるEクラブサイトの立ち上げは公共イメージ部門、広報IT
委員会が地区サイト管理会社と協議して進める。

⑧　今後の日程と役割分担：２月17日より会員募集開始、パンフレット完成を待ってクラ
ブへの公式依頼。２月中にGよりスポンサークラブ要請、確定。専用サーバー、専用
サイトの確保。

⑨　３月中に25名以上の創立メンバーを確保、G及び特別代表は面談の上推薦を決める。
会員募集については、拡大部門全委員会を中心に10分区G補佐及び奉仕ＰＪ、R財団
等ロータリーファミリーを抱える部門が担当する。４月仮クラブ認定、研修リーダー
と相談しクラブ研修委員会と６部門長がオリエンテーションを実施する。５月中旬RI
に登録申請。

16：00　ガバナーが 総括、円滑な開設準備を期して３本締めで閉会した。
議事録作成：深尾兼好

議  事  録
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　先日　宮崎日日新聞２月12日（水）付けの新聞に下記の記事
が掲載されました。ある会員様から、この記事にはロータリー
が貢献した事に触れられていないので、少し寂しいとご指摘が
有りました。

　誠にその通りであります。我々ロータリアンは、日夜職業
奉仕・社会奉仕を行い、地域に貢献し、その一環としてポリ
オ撲滅へも重要な役割を担っております。残念ながら件の記事
にロータリーからの働きかけについては触れられませんでした
が、広報活動も含め、今後一層のご努力とご協力をお願いして、
更なる衆知の浸透を図るべく第2730地区の皆様と共には邁進
して参りたいと思います。
　尚、ご指摘頂いた方からもお知らせいただきましたが、日本
ロータリーのホームページではこの件につきまして、記事が掲
載してあります。次ページに転載致しますので是非ご参照下さ
い。
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　インドで最後のポリオ症例が報告されたのは2011年１月13日。そしてこの度、

ポリオ無発生期間が３年間を経過し、ポリオ撲滅の認定条件が満たされた同国内

では、30年近くに及ぶポリオとの闘いの歴史的勝利を祝い、全国の主要建造物に

「インドからポリオがなくなった（India is polio free）」の文字が大々的に美しく

映し出されました。

　インドで３年間ポリオが発生しなかったことにより、東南アジア地域全体が世

界保健機関（WHO）によって「ポリオのない地域（polio-free）」として認定さ

れることになります。インド政府は、世界ポリオ撲滅活動での勝利を祝うため、

インドがポリオ無発生３年を祝う



－ 10 － － 11 －

２月にポリオサミットを招集する計画を立てています。

　今後の課題は、この成功を隣国パキスタンでも実現すること。パキスタンは、

アフガニスタンとナイジェリアとともに、野生ポリオウィルスが未だ常在する3

カ国の一つです。インドのロータリアンは、自国で成功したポリオ撲滅キャンペー

ンでの経験や教訓をパキスタンのロータリアンに指導するなどして、隣国でのポ

リオ撲滅に協力しています。パキスタンでは、イスラム教徒の親が子供への予防

接種を拒絶するという問題も起きており、インドのイスラム教コミュニティの有

力リーダーから支援を得る上でロータリーが大きな成果を上げたことを知ったパ

キスタンのロータリアンも、ポリオ予防接種に関する誤った噂や情報を正すため

に懸命に活動しています。

　そんな中、両国では引き続き全国予防接種日が実施され、ロータリーのボラ

ンティアが地元の保健従事者とともに５歳未満の子供にワクチンを投与していま

す。「パキスタンの子供を守るため、そしてインドやその他の国へのウィルス流

入を防ぐために、パキスタンからポリオを撲滅しなければなりません」とインド

のポリオプラス委員長、ディーパク・カプール氏は話します。「ポリオが全世界

からなくなるまでは、どこに住んでいようと、予防接種を受けていないすべての

子供が感染や身体麻痺の危険にさらされているのです」

　・ポリオ撲滅をご支援ください

　・20年に及ぶポリオとの闘いに関するアショク・マハジャン元ロータリー財

　　団管理委員のよるブログ投稿（英語）

　・ニューヨークタイムズ紙によるポリオプラス委員長、ディーパク・カプール

　　氏とのインタビュー

　ポリオ撲滅に関するこのほかの話題は、国際ロータリー公式ツイッター日本版

をフォローしてご覧ください。

記事：Dan Nixon 

ロータリーニュース

13-Jan-2014 

©2014 Rotary International. より転載
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国際ロータリー日本事務局
『RIJO-FAQサービス開始』のご案内

ロータリー・クラブ関係各位

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、このたびRI 日本事務局ではRIJO-FAQ　(RI Japan Office Frequently Asked Questions) とい
うメール配信サービスを開始いたします。これは任意参加型のものになり、よくある質問＆回答、時
期的なニュースなどを随時お知らせいたしますので、ご参加いただくことでクラブ業務がよりスムー
ズになります。

配信内容の一例：

　　・定款細則の最新文書データが～のページからダウンロードできるようになりました。
　　・RI 本部のシステムがダウンしているため現在会員アクセスにログインできません。
　　　復旧はＸ月Ｘ日を予定しています。
　　・次年度役員報告の時期になりましたので 12 月末までに会員アクセスから
　　　ご登録ください。

このように、これまでお知らせするのが難しかった些細な情報も配信可能となります。

　毎月月末にはそれまでの配信内容をダイジェスト版でお送りしますので途中参加も可能です。配信
解除はいつでもできますのでご興味のある方はまずご参加いただき、どのようなものか実際に見て頂
けると幸いです。
敬具

■スケジュール
募集期間：　随時
メール配信期間：　2013 年 8 月 1日開始～ 2014 年 6 月 30 日迄
※好評であれば 2014 年 7 月 1日以降も継続予定。

■配信登録の方法
件名に「RIJO-FAQ登録希望」と書いて、登録希望するメールアドレスから
rijapan@rotary.org にメールをお送りください。
本文にはクラブ名／氏名／会員 ID番号をご記入願います。
クラブ事務所として登録する場合はクラブ名のみで結構です。

■配信解除の方法
　件名に「RIJO-FAQ解除希望」と書いて、解除希望するメールアドレスから rijapan@rotary.org
にメールをお送りください。本文は不要です。

■配信方式
　通常の電子メールとして配信します。件名には毎回 [RIJO-FAQ] という文字を入れますのでお
使いのメールソフトで自動振り分けしていただくことも可能 です。

国際ロータリー日本事務局
クラブ・地区支援室　島村　耕介

〒 108-0073　東京都港区三田 1丁目 4-28 三田国際ﾋﾞﾙ 24F
Tel: 03-5439-5800　　Fax: 03-5439-0405
E-mail: kousuke.shimamura@rotary.org
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月日 曜日 行事 開催時間 摘要 場所

3/1～2 土・日 神戸　第2680地区大会 15：00～
　翌日15：30 神戸ポートピアホテル

3/2 日 青少年交換委員会 10：00～15：00 青少年交換委員会 地区事務所

3/9 日 宮崎県ＩＭ 11：30～15：30 宮崎県各ＲＣ・Ｇ補佐、
都城ＲＣ メインホテル（都城市）５Ｆ

3/15 ～ 16 土・日
会長エレクト研修セミナー
（ＰＥＴＳ）

13：30～
　翌日11：40 各クラブ会長エレクト 志布志湾大黒リゾート

ホテル（志布志市）
3/15 ～ 16 土・日 熊本　第2720地区地区大会 人吉カルチャーパレス

3/15 ～ 16 土・日 第２６回全国ＲＡ研修会 13：00～20：00
9：00～13：00

Ｇ、Ｇ補佐、ＲＡ提唱
クラブ・ＲＡ他 東京ビッグサイト（東京）

3/19 水 会員増強維持セミナー 10：00～16：00 全国関係者 ホテルオークラ
3/22 土 ＩＭ鹿児島県 10：00～16：00 鹿児島東ＲＣ 黎明館
3/31 月 ガバナー会 京都

4/5 土
女性会員活性化委員会
全体会 11：30～15：00 なでしこ2730委員会・

各ＲＣ女性会員他 中山荘（都城市）

4/6 日 ＲＹＬＡ 鹿児島西南ＲＣ Ｈウェルビューかごしま
4/12～13 土・日 長崎　第2740地区大会 平戸
4/13 日 ＲＬＩ研修会 9：00～17：30 ＲＬＩ委員会 メインホテル（都城市）３Ｆ
4/13 日 阿久根ＲＣ40周年記念式典
4/19 土 川内ＲＣ60周年記念式典 16：00～20：00 ホテルグリーンヒル
4/20 日 ＩＭ鹿児島県 鹿児島東南ＲＣ サンロイヤルホテル
4/18～23 土～水 韓国3720/3660地区大会 釜山、ウルサン

4/26 土
奄美中央35周年記念式典・
ガバナー補佐会議

補佐13：00～、
　式14：00～ 奄美

5/11 日 会員増強維持セミナー 11：00～16：00 各クラブ代表会員 メインホテル
5/17 ～ 18 土・日 ＲＹＬＡ えびのＲＣ
5/17 ～ 18 土・日 ＲＹＬＡ 指宿ＲＣ 加世田市

5/19 ～ 20 月～水 東北被災地訪問（仮） ━ 参加希望会員（先着30名） 陸前高田市、
郡山市（郡山西北ＲＣ）

5/25 日 地区協議会 未定 各ＲＣ 未定
5/26～6/5 火～水 シドニー国際大会 オーストラリア
6/21 土 延岡ＲＣ60周年記念式典

国際ロ－タリ－第２７３０地区

2013-14年度 ３月～６月迄の主な行事実施予定一覧

きもつきＲＣ　例会日変更について

お知らせ

きもつきロータリークラブ　幹事：川添様より例会曜日変更の連絡が届いております。
きもつきロータリークラブでは通常、毎週火曜日に例会を開催してきましたが、2014
年７月より下記の通りとなりますのでお知らせ致します。

(記)
2014年７月より、きもつきＲＣ例会開催曜日は

毎週木曜日　　に替わります。
尚、例会時間・会場につきましては、従来通りとなっております。
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●地区補助金●
　2013～2014年度は日本の34地区の全てが地区補助金に申請し、補助金を受領していま
す。2730地区も17クラブで18プロジェクトが実施されています。
　現在、2014～2015年度の地区補助金の申請が開始されていますが、２月末時点で２ク
ラブ２プロジェクトにとどまっております。締め切りは３月末になっていますので、計画
のあるクラブは申請手続きをお急ぎ下さい。
　　
　　　第2730地区補助金プロジェクト（2013～2014年度）

●ポリオプラス●
  １月13日、インドでポリオの症例がなくなって３年となりWHOの定めるポリオ根絶の
条件を満たすこととなりました。ウォールストリートジャーナルなどのメディアもこの偉
業を伝えています。2014年１月11日～１月22日までのポリオ症例数は、ポリオ常在国で
あるパキスタンで４件発生しています。他国での発生はありません。　

地区補助金とポリオプラスについて
地区補助金・ポリオプラス小委員会

野上　展孝

ロータリー財団

委員長
（鹿児島ＲＣ）

NO クラブ名 プロジェクト

1 宮崎 障害児に対する水泳指導員の育成
2 鹿児島西 障害者施設にAEDを寄贈する

3 きもつき 薬物乱用防止のためのポスター設置
4 鹿屋西 かのやバラ園に障害者用ガーデンチェア寄贈
5 高鍋 障害児、障害者のタグラグビー大会
6 宮崎中央 介護老人に「ひむかかるた」をリハビリ
7 鹿児島南 児童虐待をなくそうキャンペーン
8 出水 事故死多地区・生命の尊さを伝える講演会
9 鹿屋 EM菌を使った水質浄化と環境保全活動

10 鹿児島東南 献血率の低い鹿児島に於ける献血活動
11 加治木 会員の職業を通した悩み事相談会の開催
12 鹿児島 SW 障害者のための車椅子バスケット大会（宮崎東と）
13 奄美 子供達のためのスポーツ交流会
14 奄美 リュウキュウアユを守り環境保全に貢献する
15 延岡 障害児施設に児童用ヘルメットを寄贈する
16 小林 自殺防止キャンペーン
17 阿久根 障害者による元気溌剌コンサート
18 宮崎東 障害者車椅子バスケ大会（鹿児島 SWと）
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トピックス

▲平成25年12月29日（日）
　南日本新聞

　平成26年１月17日（金）

▲宮崎日日新聞

　平成25年12月27日（金）
▼南日本新聞

　平成26年１月26日（日）
▼南日本新聞

ロータリアンの皆様
がご活躍された情報
をお寄せ下さい。
第2730地区の方々
へ広くお知らせし、
各クラブの参考とさ
せて戴きます。
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

１ 月 の 寄 付 金 傾 向
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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

入 退 会 報 告

●入会者

■里見宮寿　（奄美中央ＲＣ）
■谷　知憲　（奄美中央ＲＣ）
■平林宏一　（延岡ＲＣ）
■志多充吉　（延岡ＲＣ）
■西園睦雄　（えびのＲＣ）
■坂口貴久　（都城ＲＣ）
■日高英則　（都城中央ＲＣ）
■松元　淳　（鹿児島ＲＣ）
■川邉　茂　（鹿児島ＲＣ）　　　
　　　　　　　合計　９人

ご入会、おめでとうございます。

１月31日現在分

●退会者
お疲れ様でした。

■大重演昭　（都城北ＲＣ）
■児玉慎二　（都城北ＲＣ）
■藤本健輔　（宮崎ＲＣ）
■甲斐健次　（延岡東ＲＣ）
■笹平直夫　（鹿児島東南ＲＣ）
■野辺孝子　（志布志ＲＣ）
■海田芳広　（枕崎ＲＣ）
■菊池和則　（阿久根ＲＣ）
■林元良秋　（奄美ＲＣ）

■福丸敬之　（宮之城ＲＣ）
■丸田兼元　（姶良ＲＣ）

■小山幸義　（鹿児島西ＲＣ）　　
　　　　　　　　　　名誉会員
合計　12人

先月号でご紹介した退会者の中で

今村光春様の所属を鹿児島ＲＣと

表記致しましたが、正しくは串良

ＲＣの所属でした。謹んで訂正さ

せて頂きます。




