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平成２8年 9月１2日 

国際ロータリー第２７３０地区 

各ロータリークラブ 会長・幹事 各位 

国際ロータリー第２７３０地区 

 ガバナー     大重 勝弘（指宿 RC） 

地区大会実行委員長 京田 親志（指宿 RC） 

 

国際ロータリー第 2730 地区  

2016-2017 年度 地区大会開催について最終のご案内 
 

拝啓 秋涼の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、来る9月30日より開催予定の本年度地区大会は、指宿ロータリークラブをホストクラブとし、

鹿児島県西部分区 4RCの協力を得まして、準備を進めているところでございます。 

地区大会の開催が間近になりましたので、最終ご案内をさせていただきます。 

また、最新の日程・各プログラム詳細を配信させていただきますので、ご登録いただきました各会員

の皆様にお渡し、周知して頂きますよう、お願い申し上げます。 

本土最南端の地で、遠路となりますが、会員の皆様そしてご家族の皆様のお越しを心よりお待ち申し

上げております。                    

                 敬具 

 

記 
 

１．姉妹結縁調印式について            開会時刻は 16：30 からです。 

  国際ロータリー第 3721地区と私共第 2730地区との姉妹結縁を地区大会に合わせて結ぶ事になり

ました。よって、9月 30日（金）16：30～17：00指宿いわさきホテル（サンテラス）にて、姉

妹結縁調印式を関係者同席のもと、執り行う事といたします。 

  尚、指名出席の方々には、事前にご通知いたしますが、出席希望の皆様には当日日程によりご参加下

さい。 

 

2．ガバナーエレクト激励壮行会延期について 

  RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会の中で開催を予定しておりましたガバナーエレクト激励壮行会につい

ては、ガバナーエレクト本人が怪我治療中の為、出席が叶わず開催を延期と致します。 

  尚、RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会は三木明 RI会長代理御夫妻を向えて予定通りに開催致します。 

 

3．10 月 1日（土）ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同会議会場の変更について 

  受付開始時刻は８：３０からです。 

  10月 1日（土）のガバナー補佐･部門長･会長･幹事合同会議会場を指宿いわさきホテルで予定してお

りましたが、第 1本会議開会時刻の関係で指宿市総合体育館に変更させていただきます。ご迷惑をお

掛け致しますが、宜しくお願い致します。 
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4．ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同会議について  9：00～10：30 

  ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同会議において地区大会決議（案）の採択を取りますので、信

任者はご出席下さい。（予め地区大会信任状をガバナー事務所宛てご提出ください） 

    ※ご持参頂きました「クラブ旗」をお預かり致します。 

 

5．プログラムの時間変更について 

  ・9月 30日（金）記念ゴルフ大会    受付開始時間 × 07：30～ → 07：30～ 

OUT・IN同時スタート × 08：30～ → 09：00～ 

・9月３０日（金）地区財務･各種委員会 開会     × 16：00～ → 16：00～ 

                    閉会     × 17：00～ → 16：30～ 

・10月１日（土）次期ガバナー補佐会議 開会          × 10：30～ → 10：20～ 

閉会          × 11：10～ → 10：50～ 

・第１本会議    オープニングセレモニー         × 11：20～ → 11：00～ 

          開会告知              × 11：50～ → 11：35～ 

開会点鐘              × 12：25～ → 12：20～ 

※各予定項目の開始時刻が変更になりましたので添付のプログラムをご参照ください。 

・第２本会議    受付開始              × 08：30～ → 08：00～ 

オープニングセレモニー         ×       → 08：30～ 

           

  ・シャトルバスの運行時刻の変更  新運行状況を別記提示いたします。 

 

6．「クラブ旗」持参のお願い   

  各クラブの皆様は、クラブ紹介に使用します「クラブ旗」の標準ロータリー旗（210×140）

を必ずご持参下さいますようお願い致します。「クラブ旗」は設営の準備がございますので、ガ

バナー補佐・部門長・会長・幹事合同会議の開催時にお預かり致します。今年もクラブ紹介のセレモ

ニーを代表の方にクラブ旗を持って入場していただきます。代表の方は 11：00までに必ず上手通路

（舞台に向かって右側）にご集合ください。クラブ旗に関しましては、ご案内の最後にあります用紙

にご記入の上、９月２1日（水）までに必ずご返信下さい。クラブ旗は第１本会議終了時にステージ

にてお返し致します。必ず取りに来ていただきますようお願い致します。どうしても取りに来られな

い場合は、後日事務局へお送り致しますので、その旨ご連絡ください。集合場所は、別紙会場地図を

ご参照ください。 

 

7．昼食時間及び昼食場所について 

  昼食の事前予約のお弁当は、10時より各クラブ受付の際お渡しいたします。食事場所は指宿市民会館

管理棟内指定控室・指宿総合体育館及び友愛の広場の空いている席で、開会時間までに昼食をお済ませ

ください。尚、ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同会議及び次期ガバナー補佐会議ご出席の皆様に

は会場にてお渡しいたします。 

  友愛の広場では、指宿クラブレディースの会による手づくりのおもてなしコーナーを楽しんでいただき

ます。また、さつまの味試食コーナーや当地西部分区５クラブによる南薩特産品展コーナーでのおたの
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しみプログラムも用意しております。そして、１１：0０よりオープニングセレモニー、１１：1０よ

り「ダンススタジオ ゼロスタンス」によるストリートダンスをご披露いたしますので、お早めにご来

場ください。 

11：35より入場セレモニーがありますので、時間厳守でお願い致します。 
 

8．当日の駐車場について 

 指宿市民会館及び指宿総合体育館会場での駐車場につきましては、別紙駐車場地図をご参照くださ

い。来賓・役員、スタッフ及びバス、マイクロ専用以外の№1～№6の駐車場で番号の若い方から駐

車場案内スタッフの誘導に従い順次駐車して下さい。尚、各推奨ホテル前泊でシャトルバスご利用の

方は、車は各ホテル駐車場へ留め置きされても構いません。 

 

9．各部門出展ブースについて 

   ・拡大・増強部門出展ブース          ・クラブ管理部門出展ブース 

   ・職業奉仕部門出展ブース           ・奉仕プロジェクト部門出展ブース    

・ロータリー財団部門出展ブース        ・米山記念奨学会部門出展ブース     

・広報・公共イメージ部門出展ブース 

  ＊各部門で用意していただいておりますので、皆様ぜひご覧になってください。  
        

10．各種表彰について、1日（土）１4：05～１4：35 

  該当クラブは、その部門ごとに全クラブご登壇いただき、第１位のクラブに代表して表彰状を贈呈致

します。表彰該当クラブには別途ご案内しております。10分前までに舞台袖口にお集まり下さい。 
 

11．各挨拶・発表及び報告者について 

  各該当者は、10分前までに舞台袖口にお集まりください。 

 

１2．シャトルバスの運行について 

   １日・2日両日、会場へのシャトルバスを運行致します。 
   運行時間につきましては、プログラムをご覧ください。 
    

１3．その他 

  10月 1日（土）時に、単独で懇親会、２次会を計画されるクラブにつきましては、「いぶすき歓楽

マップ」をお送りしておりますのでご参考になさってください。ご希望のクラブは、場所の紹介を致

します。ご希望内容（人数・予算）を含め大重ガバナー事務所あて、早めにご依頼ください。 

 

14．地区大会当日の服装について 

 大重勝弘ガバナー年度は、当初、地区大会時の服装については、アロハシャツ・カリユニ・クールビ

ズ等の軽装での参加をお願いしておりましたが、9月末～10月初旬の気候で気温低下が予想されま

すので、体調管理の面からノーネクタイのクールビズでお願い致します。 

尚、大会第 1本会議後の会員交流大懇親パーティー“ハッピーナイトいぶすき”については、アロハ

シャツや指宿いわさきホテル館内着等の軽装とします。 
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15．添付ファイルをご確認ください。 

  ① 地区大会プログラム（最終）  ② 地区大会記念ゴルフ大会実行要項・組み合わせ 

  ③ 会場案内図     ④ 地区大会各会場案内及び駐車場 

⑤ 二次会のご予約案内について  ⑥ いぶすき歓楽マップ 

 
 
 
 
 
 

ご確認書 
 

下記にご記入の上、9月 21日（水）までにご返信下さい。 

 

クラブ名 ロータリークラブ 

旗を持参される方のお名前 様 

クラブ紹介の際に旗を持たれる

方のお名前 
様 

 

 

 

それでは、皆様、お気をつけてお越しください。 

皆様にお会いできるのを楽しみにしております。 


