






















10 ガバナー月信　12月号 11ガバナー月信　12月号

　奄美グループ（3クラブ）は11月2日（金）に『ロータリークラブ・公共イメージと認知度向上のセミ
ナー』を開催しました。
　講師にはRI 2730地区広報・公共イメージ部門長、尾形栄（延岡RC）さんと広報・IT委員会委員、安達龍
大（宮崎北RC）さんのお二人にお願いしました。
　地区広報・公共イメージ部門のロータリー雑誌委員会委員長、恵原龍三郎（奄美中央RC）さんも加わ
り、公共イメージと認知度向上について、会員の情報共有をすすめました。
　先ず、午後4時から1時間半ほど、安達さんによる少人数での講習会を持ちました。
　「My Rotary」への登録や「クラブセントラル」について事務局員も交えて最初の段階から丁寧に教え
ていただきました。
　午後6時半からグループ合同例会をした後、研修会を1時間半ほどいたしました。尾形部門長による

「公共イメージと認知度向上」のセミナーです。
　研修会の最初にバリー・ラシンRI会長の国際会議での2018-19 Theme Addressスピーチを字幕付き
で拝聴しました。（諫早西ロータリークラブ（ You Tube 公式チャンネル））
　会員全員が熱心にバリー・ラシンRI会長の話に聞き入りました。
　その後、「公共イメージと認知度向上」の重要性とそのためにロータリアン一人一人がロータリー情
報にアクセスして情報を活用していくことが求められていることを尾形部門長は、丁寧にお話しされ
ました。
　時間があっという間に過ぎて、会員の皆さんは相当の集中力を発揮されたと思われます。
　研修会の時間が終わり、食事とグループの交流会を1時間ほど行って、散会しました。
　今回の研修会を会員はどう受け止めたかは、それぞれに考えることでしょう。
　世界とつながって今ロータリーは何を、どうしようとしているのか、ロータリアンとしての覚悟を問
われる研修会でした。
　講師を引き受けてくださった尾形栄部門長と安達龍大委員に感謝を申し上げます。

奄美グループ研修会を開催!!
鹿児島県奄美グループ

ガバナー補佐　久保　利男

　平成30年10月12日（金）に鹿児島サザンウインドロータリークラブ主催「国際ロータリー第2730地区

親善ゴルフ大会」が溝辺カントリークラブで行われ、地区内のロータリアン17クラブ48名が競技を通じ

て親交を深め合いました。当日は天候に恵まれ気持ちのいい秋晴れでのラウンドとなり、白熱したナイ

スプレーの連続でした。無事、怪我もなく大成功に終わることができました。

　ちなみに優勝者は南九州大崎RCの楠田さんでした。おめでとうございます。

　ご参加頂きましたロータリアン、また運営にご協力頂きました皆様に心より感謝申し上げます。

国際ロータリー第2730地区
親善ゴルフ大会 　鹿児島サザンウインドロータリークラブ

三浦　大

優勝された南九州大崎RCの楠田利浩会員
（左から2番目）

奄美グループ研修会を開催!!国際ロータリー第2730地区親善ゴルフ大会
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わかば奨学会／地区行事日程入退会報告

地区行事日程

　10月31日に今年の「わかば奨学会」奨学金授与式を開催

しました。「わかば奨学会」とは2004年国際ロータリー

100周年と、日南ロータリークラブ50周年を記念し2005

年から本年で14回目になります。これまで延べ60名の奨

学生に奨学金を授与しました。選考基準は、学業成績が優

秀で品行方正で、健康であること。将来に夢を持ち、向学

心旺盛であることです。

　今年は５名の生徒さんを選考いたしました。自分の夢

の実現に向けて努力していただき、立派な社会人になら

れることを期待いたします。

わかば奨学会
日南ロータリークラブ

会長　竹井　崇利

宮崎日日新聞

岩堀　政則
（宮崎RC）

入  会  日／平成30年9月11日
職業分類／全国放送

窪田　泉
（伊集院RC）

入  会  日／平成30年9月19日
職業分類／税理士

本田　大祐
（延岡中央RC）

入  会  日／平成30年10月18日
職業分類／司法書士

北林　幹雄
（延岡RC）

入  会  日／平成30年10月3日
職業分類／保育園経営

青柳　清彦
（延岡中央RC）

入  会  日／平成30年10月4日
職業分類／ホテル業

稲葉　美織
（宮崎アカデミーRC）

入  会  日／平成30年10月23日
職業分類／広告業

杉田　悌治
（宮崎西RC）

入  会  日／平成30年10月26日
職業分類／クレジット・サービス

河野　慎也
（宮崎南RC）

入  会  日／平成30年10月1日
職業分類／都市ガス供給

逆井　望
（伊集院RC）

入  会  日／平成30年10月4日
　職業分類／運送業

吉原　浩
（都城中央RC）

入  会  日／平成30年10月4日
職業分類／携帯電話販売

中村　吉宏
（都城中央RC）

入  会  日／平成30年10月4日
職業分類／生命保険

新宮領　實
（指宿RC）

入  会  日／平成30年10月2日
職業分類／温泉配湯業

中山　留美
（枕崎RC）

入  会  日／平成30年10月1日
職業分類／菓子製造

小園　成美
（指宿RC）

入  会  日／平成30年10月2日
職業分類／老人福祉施設

寺園　武志
（串良RC）

入  会  日／平成30年10月22日
職業分類／養鰻

永吉　直美
（指宿RC）

入  会  日／平成30年10月30日
職業分類／スナック

福村　知洋
（加治木RC）

入  会  日／平成30年10月9日
職業分類／飲食業

居川　亮
（鹿児島東南RC）

入  会  日／平成30年10月1日
職業分類／不動産業

西ノ原　庄一
（鹿屋西RC）

入  会  日／平成30年10月1日
職業分類／印刷業

佐藤　元彦
（鹿児島西RC）

入  会  日／平成30年10月31日
職業分類／都市銀行

田實　大志朗
（鹿児島中央RC）

入  会  日／平成30年10月15日
職業分類／包装資材卸売業

前田　光一
（鹿児島北RC）

入  会  日／平成30年10月1日
職業分類／人材育成（教育）

入退会報告

ご入会おめでとうございます。

10月退会者 おつかれさまでした。

原野　茂盛
（宮崎北RC）

橋口　　淳
（宮崎中央RC）

高尾　　登
（小林中央RC）

山下　　崇
（都城RC）

西村　幸子
（日南中央RC）

桐原　茂太
（大口RC）

崎間　　充
（国分RC）

石﨑　信一郎
（鹿児島中央RC）

恵　夕喜子
（奄美中央RC）

長友　孝允　10/1名誉会員
（宮崎RC）

11月号でお名前に誤りがありましたので、再掲載させていただきました。深くお詫び申しげます。

9月入会者 (11月号締切後報告分)

10月入会者

11月号でお名前に誤りがありました
ので、再掲載させていただきました。
深くお詫び申しげます。
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