
2019-2020 Governor's Monthly Letter

ガバナー 月信

ROTARY CONNECTS THE WORLD
2019-2020 国際ロータリーテーマ

2019 〜 2020年度国際ロータリー第2730地区（鹿児島・宮崎）
喜島健一郎ガバナー事務所

〒880-0806  宮崎市広島1丁目3番3号 秀豊ビル4F  tel.0985–20–3180  fax.0985–20–3181  E-mail：kijima2730@air.ocn.ne.jp

国際ロータリー第2730地区目標

クラブの活性化に努めよう
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マーク・ダニエル・マローニー RI 会長エレクト夫妻と喜島健一郎ガバナーエレクト親子
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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　 職業上の高い論理基準を保ち、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、奉仕の理念を実施
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。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

ROTARY CONNECTS THE WORLD
2019-2020 国際ロータリーテーマ

ロータリー特別月間 Special Month in Rotary

　クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの活動に参加するよう強制するため、国際ロー

タリー（RI）理事会が指定した月間のことでなお９月、10 月には日本独自の月間テーマが設定されています。
8 月 会員増強・新クラブ結成推進月間 1 月 職業奉仕月間
9 月 基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間 2 月 平和と紛争予防／紛争解決月間

10 月 経済と地域社会の発展月間／米山月間 3 月 水と衛生月間
11 月 ロータリー財団月間 4 月 母子の健康月間
12 月 疾病予防と治療月間 5 月 青少年奉仕月間

6 月 ロータリー親睦活動月間

本クラブの目的は、『ロータリーの目的』の達成を目指し、五
大奉仕部門に基づいて、成果あふれる奉仕プロジェクトを実
施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータ
リー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成す
ることである。
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ガバナー挨拶

ガバナー挨拶

2019 〜 2020 年度　国際ロータリー第 2730 地区

ガバナー　喜島 健一郎

　当年度のガバナーに就任致しました宮崎西ロータリークラブ所属の喜島健一郎です。

　皆様方のご指導ご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当年度の国際ロータリー会長は、米国アラバマ州のマーク・ダニエル・マローニー氏であり、会

長テーマを、ロータリーは世界をつなぐ、と発表致しました。

　そこで私は、我が 2730 地区の目標を、クラブの活性化に努めようと決定致しました。

　そしてその為にそれぞれのクラブの活動計画として次の 5 つをお願い致します。

　　１．童心と共に原点に帰り原点を大切にして変化を受け入れ目標に向おう。

　　２．女性会員が 10% 未満のクラブは、女性会員を 10% 以上に増強して下さい。

　　３．クラブの会員が 50 名以下のクラブは、10 名単位で会員を増強して下さい。

　　４．姉妹クラブがないクラブは、国内か国外に一つの姉妹クラブを作って下さい。

　　５ ．５年間グローバル補助金を使用していないクラブは、財団のグローバル補助金を使い国境

を超えた恵まれない人々を支援する活動をして下さい。

　各クラブの方々にお願いしたいことは、5 つの活動計画のうち、どのことに取り組むかというこ

とであります。その他に取り組むことがあるかどうか、取り組むことは１つか複数かの判断をお

願いしたいと思います。

　私は活動計画の実行が、クラブの活性化に繋がると思いますし、またロータリーの心と原点に

繋がると信じております。

　最近のロータリーの動向を見ますと、会員の減少や高齢化などが進んでおります。

　この様な状況下では、ロータリーの魅力を再確認することが必要だと思います。

　その為には異業種の人達と知り合いになり、会員間の交流と友情により自己研鑚や自己発展に恵

まれる事が必要であり、活動計画の実行がその為のきっかけとなることを、心から願っております。

2730 地区の皆様方がクラブの活性化に努めると共に、ロータリアンとしての楽しみを増強して下

さいますよう、ご期待申しあげますと共に、心豊かな実り多き１年となります様、心よりご祈念

申し上げご挨拶とさせて頂きます。
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RI 会長挨拶

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・ハリ
スがロータリーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」
ことでした。それから 1 世紀以上が経った今、私たちの周りには、ポール・ハリスの時
代には想像もできなかったような友情とネットワークを築くための方法が数多く存在し
ます。それでも、ロータリーにおける「つながり」は独特であり、ほかに類を見ません。

国際ロータリーには、地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ、強くて末永い
関係構築ができる確固とした使命と構造があります。会員による数多くのプロジェクト
やプログラム、ポリオ撲滅活動におけるロータリーのリーダーシップ、国連との協力な
どを通じ、私たちはグローバルコミュニティとつながっています。私たちの奉仕活動は、
同じ価値観を共有し、より良い世界のために行動したいと願う人びとの結びつきをもた
らします。また、ロータリーがなければ出会うことがなかった人びと、共通の考えを持っ
た人びと、私たちの支援を必要とする人びととつながり、世界中の地域社会で人生を
変えるような活動を行うことを可能にしています。

21 世紀の新たな 10 年の始まりに、私たちはロータリーの未来を形作っています。
2019-20 年度、ロータリーは新しい戦略計画を実行に移し、規定審議会が採択した
革新性に応え、より活性化された重点分野において活動します。しかし、ロータリーの
未来を形作る本当の場所はクラブです。刻 と々変化する現実に対応するために、ロータ
リーはクラブに注力していかなければなりません。

クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今ではクラブのあり方をより創造的かつ
柔軟性をもって決めることができます。これには例会の方法や、何をもって例会とする
かを検討することも含まれます。会員増強のアプローチにおいては、組織立った戦略的・
革新的な方策が必要です。そうすることで、地域社会とのより広く、深いつながりがで
きるだけでなく、より多様な会員に魅力を感じてもらい、積極的な参加を促すことがで
きるでしょう。

実際のところ、ロータリーは家族です。そうであるにも関わらず、会員組織の構造やリー
ダーシップの要求などがあることで、今日の若い職業人にとってはロータリーが手の届
きにくい存在となっているようです。ロータリーは、家族との時間を犠牲にするのでは
なく、家族との時間を補うような経験を提供する場である必要があります。クラブが温
かく、みんなを受け入れるような雰囲気があれば、家族と奉仕活動は両立でき、家族
志向の若い職業人にロータリー奉仕や市民としての参加の機会を提供できます。また、
ロータリーの役職に対する期待事項を、多忙な職業人にあわせて現実的かつ管理可能
なものとすることで、将来ロータリーのリーダーとなる次世代のロータリアンのスキルを
高め、ネットワークを築くことができるでしょう。

2019-20 年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの下、ロータリーの奉仕を
通じて、有能で思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつなが
りを築いてまいりましょう。

ロータリーは世界をつなぐ

2019-20 年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー
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会長テーマおよびロータリー賞

マーク・ダニエル・
マローニー
2019-20年度

 
国際ロータリー会長ロータリーのビジョン：

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分
自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びと
が手を取り合って行動する世界を目指しています。

900-19JA̶(1118)

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Rotary.org

会長テーマおよびロータリー賞
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 ロータリークラブ対象のロータリー賞

2019-20 年度
 ロータリークラブ対象のロータリー賞

ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先事項を支えるために、以下に挙げられ
た活動項目を達成したクラブを称えることを目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために
丸 1 年間をかけて取り組みます。

クラブが My ROTARY でクラブ・会員の情報を更新している限り、多くの項目の達成状況は、国際ロータリー
で自動的に確認することができます。いくつかは、ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツール
を使って、クラブが達成状況を入力する必要があります。ロータリー賞の受賞資格を満たすには、年度開始
時から終了時までクラブが正規に RI に加盟していることが条件となります。2019 年 7 月 1 日時点の会員数
と比較して算出され、2020 年 7 月 1 日時点の会員数が確定する 2020 年 8 月 15 日以降に表彰されます。

人びとをつなぐ 

以下のうち少なくとも 5項目を達成

・　 少なくとも 5 名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、その委員長を国際ロータリーに報告する。
・　 会員 1 名の純増を達成する。
・　 既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：
　　○　クラブの会員維持率を 1 ポイント上げる。または
　　○　2018-19 年度のクラブの会員維持率が 90％以上である場合、これを維持する。
・　 女性会員または 40 歳以下の会員 1 名の純増を達成する。
・　 会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジネスと専門職の実情に沿った会員

基盤を築くために活動する。
・　 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポンサーまたは共同スポンサーとなる。
・　 インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共同提唱する。
・　 ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワークを広げる機会を紹介する。
・　 青少年交換学生または RYA 参加者を派遣する。

行動する 

以下のうち少なくとも 5項目を達成

・　 少なくとも 5 名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委員長を国際ロータリーに報告する。
・　 奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。
・　 年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも 100 米ドルとなる。
・　 ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を開く。
・　 ロータリーの 6 つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロ

ジェクトを実施する。
・　 クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に費やした時間、募金額など）

を Rotary.org に投稿する。
・　 企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確立し、プロジェクトで協力する。
・　 ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、

その他の関連資料を活用する。
・　 クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会を手配する。
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ローターアクトクラブ対象のロータリー賞

2019-20 年度
ローターアクトクラブ対象のロータリー賞

ローターアクトクラブ対象のロータリー賞は、ロータリーの優先事項を支えるために、以下に挙げられた活
動項目を達成したクラブを称えることを目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸
1 年間をかけて取り組みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、2019 年 7 月 1 日よりも前に国際ロータリーにより認定されているロー
ターアクトクラブであることが条件となります。クラブは、2020 年 8 月 15 日までに、推薦書の提出を通じて、
必要項目を達成したことを報告する必要があります。

人びとをつなぐ 

以下のうち少なくとも 3項目を達成

・　  会員 1 名の純増を達成する。
・　 少なくとも 50％の会員が、My ROTARY のプロフィールページに自分のスキルと関心を入力する。
・　 双子クラブの関係を築く、または維持する。
・　 世界ローターアクト週間」やローターアクト創立記念日にイベントを実施し、報道機関を招いてクラブと

ロータリーの活動を伝える。
・　 提唱ロータリークラブと共に、ネットワークを広げる行事や交流活動に参加する。

行動する 

以下のうち少なくとも 5項目を達成

・　 ポリオプラスへの会員一人あたりの平均寄付額が 25 米ドルとなる。
・　 ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を開く。
・　 提唱ロータリークラブと協力し、ロータリーの 6 つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プ

ロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。
・　 クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に費やした時間、募金額など）

を Rotary.org に投稿する。
・　 ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、

その他の関連資料を活用する。
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インターアクトクラブ対象のロータリー賞

2019-20 年度
インターアクトクラブ対象のロータリー賞

インターアクトクラブ対象のロータリー賞は、ロータリーの優先事項を支えるために、以下に挙げられた活
動項目を達成したクラブを称えることを目的としています。クラブは、これらの項目を達成するために丸
1 年間をかけて取り組みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、2019 年 7 月 1 日よりも前に国際ロータリーにより認定されているイ
ンターアクトクラブであることが条件となります。また、2019 年 7 月 1 日よりも前に、成人のアドバイザー

（顧問）が、自分の氏名と連絡先を国際ロータリーに報告する必要があります。提唱ロータリークラブの役員
またはインターアクトクラブのアドバイザーが、2020 年 8 月 15 日までに推薦書を提出します。

人びとをつなぐ 

以下のうち少なくとも 2項目を達成

・　 若いリーダーのためのロータリープログラム（RYA、ロータリー青少年交換など）を会員に紹介するため
の会合を開く。

・　 提唱ロータリークラブまたはアドバイザー（顧問）と協力して、キャリア開発支援またはメンタリング活
動を立ち上げ、参加する。

・　 提唱ローターリークラブまたはアドバイザー（顧問）と協力して、卒業するインターアクターにローター
アクトクラブを紹介する（ローターアクトクラブは大学と地域社会のどちらを基盤としてもよい）。

・　 世界インターアクト週間」やインターアクト創立記念日に活動を実施し、報道機関を招いてクラブとロー
タリーの活動を伝える。

行動する 

以下のうち少なくとも 3項目を達成

・　  世界青少年奉仕デー」（Goba Youth Service Day）のためのプロジェクトを計画、実行する。
・　 ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を開く。
・　 提唱ロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、ロータリーの 6 つの重点分野のいずれかにおいて、

意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。
・　 クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティア活動に費やした時間、募金額など）を、

提唱ロータリークラブまたはアドバイザーに頼んで Rotary.org に投稿してもらう。
・　 ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、

その他の関連資料を活用する。
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ロータリー会長特別賞

2019-20 年度
ロータリー会長特別賞

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 1 〜 3 項目を達成したロータリー
クラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

ロータリークラブ対象 

ロータリー賞を達成し、さらに以下から 1項目を達成した場合「シルバー賞」、2項目達成で「ゴールド賞」、

3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

・　 リーダーをつなぐ：会員 5 名以上の純増を達成する。
・　 家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のそのほかの人たちが参加できる家族志

向の奉仕プロジェクトを実施する。
・　 職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ、自己研鑽、専門能力開発プ

ログラムなどを開始または継続する。
・　 地域社会をつなぐ：少なくとも月に 4 回、ソーシャルメディアでクラブとその奉仕活動の情報を発信し、

クラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。

ローターアクトクラブ対象 

ロータリー賞を達成し、さらに以下から 1項目を達成した場合「シルバー賞」、2項目達成で「ゴールド賞」、

3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

・　 リーダーをつなぐ：会員 5 名以上の純増を達成する。
・　 家族をつなぐ：会員の家族や友人、青少年プログラム参加者や地域社会のそのほかの人たちが参加できる

家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。
・　 職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ、自己研鑽、専門能力開発プ

ログラムなどを開始または継続する。
・　 地域社会をつなぐ：少なくとも月に 4 回、ソーシャルメディアでクラブとその奉仕活動の情報を発信し、

クラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。

インターアクトクラブ対象 

ロータリー賞を達成し、さらに以下から 1項目を達成した場合「シルバー賞」、2項目達成で「ゴールド賞」、

3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

・　 リーダーをつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ開発プログラムを開始または継続す
る。

・　 家族をつなぐ：会員の家族や友人が参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。
・　 学業をつなぐ：提唱ロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、地元のロータリークラブが提供して

いる奨学金やそのほかの奨学金の機会を調べ、クラブにその結果を伝える。
・　 地域社会をつなぐ：クラブとその活動を紹介したビデオを「インターアクト・ビデオ賞」に応募して、ク

ラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。
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鹿児島県奄美グループ

奄美ロータリークラブ

朝沼 　榎

　今回、ガバナー補佐を受けるにあたり、能
力不足は承知の上でしたが、私自身新しい視
点でロータリーを考えるきっかけになればと
思い、お引き受けすることに致しました。さ
て喜島年度のテーマは『クラブの活性化に努
めよう』です。これを念頭におき、3 クラブ
に共通するクラブ奉仕の一環として、今後１
年間精一杯励みたいと存じます。早速ではあ
りますが、地区の意向をトップダウンで分か
りやすく伝えますが、地区に対しボトムアッ
プ式に意見を汲み上げ、伝える努力をする事
だと考えています。具体的にはここ数年来取
り組まれている会員増の課題の継続と CLP の
雰囲気作りなどを応援したいと思っています。
2019-2020 国際ロータリーテーマは ROTARY 
CONNECTS THE WORLD  です。奄美・沖縄は
再来年以降のユネスコの自然遺産登録を目指
しています。これを機会に、次年度のグロー
バル補助金 (GG) を申請できないだろうか？と
思っております。一年間どこまでできるかは
わかりませんが、自分なりに挑戦してみたい
と思います。一年という短い時間ではありま
すが、皆様の御協力と御指導・御鞭撻の程宜
しくお願い申し上げます。

鹿児島県東部グループ

鹿屋西ロータリークラブ

前田 　均

　当グループのガバナー補佐を仰せつかりま
した鹿屋西 RC の前田均でございます。わた
くしは昭和 30 年（1955）生まれ、平成 9 年

（1997）鹿屋西 RC に入会、平成 21 ～ 22 年
度（2009 ～ 2010）会長をさせて頂きました。
　先ず、『好意と友情を深めるか』を念頭に諸
活動ができるよう心掛けて参ります。加えて　

「向き不向きよりも、前向きな姿勢で！」・「迷っ
たら一歩だけでも進めばいい。わかるから進
むのではなく、進むからわかるのだから！」
を忘れず、調和を図れるよう精進いたします。
　アーサー・フレデリック・シェルドンが提
唱した職業奉仕の考え方『職業奉仕は職業倫
理を高揚することではなく、職業奉仕の実践
が結果として高い職業倫理につながるのです』
を指針として、喜島ガバナーの補佐と鹿児島
県東部グループの発展に微力ながらお手伝い
をさせて頂きます。どうぞ一年間くれぐれも
よろしくお願い申し上げます。

鹿児島県中部グループ

姶良ロータリークラブ

友利 優一

　2019 − 2020 年度鹿児島中部グループガバ
ナー補佐を拝命しました姶良ロータリークラ
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ブの友利優一です。
　本年度国際ロータリー会長のマーク・ダニ
エル・マローニー氏は会長テーマを「ロータ
リーは世界をつなぐ」と発表し、それを受け
て先の地区研修会にて喜島健一郎ガバナーは
地区目標を「クラブの活性化に努めよう」と
されました。その為に 5 つの活動計画を示さ
れました。
　ガバナー補佐の役割は地区とクラブの懸け
橋になることだと認識しております。基本的
にロータリーは楽しくなければ続けられませ
ん。ロータリーを楽しむためにはロータリー
をより知る必要があると思います。いかに楽
しくロータリー活動ができるかを念頭に頑
張っていこうと思っています。
　自身がこの大役を引き受けるにあたって、
これまでの G 補佐の皆様に敬意と感謝を申し
上げたいと思います。
　喜島ガバナーのご意向を理解し、中部グルー
プ 5 クラブの会員の皆様のご指導ご協力を得
ながらなんとか役目を果たしていきたいと思
います。
　一年間よろしくお願い申し上げます。

鹿児島県北部グループ

大口ロータリークラブ

横山 良一

　ガバナー補佐を拝命するにあたり、少し悩
みましたが、ロータリー歴 25 年目を迎える
節目に受けること事を決意した次第です。我々
北部は７クラブで構成されており、会員数は
200 名余りです。老舗クラブ少数クラブが混
在しバラエティにとんでおります。しかし少
数とは言え活発に行動されており頼もしい限
りです。
　RI 会長の「ロータリーは世界をつなぐ」を

テーマに掲げられました。114 年前にポー
ルハリスが全く知らないシカゴで友を集めて
まさに世界を繋ぐ礎をつくりました。マーク
ダニエルマローニー RI 会長のテーマを受け、
2730 地区、喜島ガバナーは、地区目標を「ク
ラブの活性化に努めよう」地区計画①～⑤ま
で揚げられ、古くてしかし新しい。時代に合っ
た変化と、変えてはけないこと。しかし柔軟
性を持ち合わせながら変化させる。
　ガバナー補佐としてガバナーを援助し担当
する北部グループの効果的な運営をサポート
する為に全力を尽くします。
　　努力目標
　① 　会員増強、北部グループで 10％（内女

性会員 10％）達成へのサポート
　② 　各クラブ共通の課題を理解し、適切な

援助をクラブに提供する。
　③ 　地区と北部グループとのコミュ二ケー

ションの橋渡し役となり、クラブ運営を
スムーズに展開できるように努める。

鹿児島県西部グループ

頴娃ロータリークラブ

佐藤 一洋

　西部グループでの 2019 ～ 2020 年度ガバ
ナー補佐は頴娃ロータリークラブの担当です。
　現在　頴娃クラブは会員減少（お亡くなり
になったり、事業廃止等）に悩んでいる中で、
ロータリーの歯車を止めるわけにはいかず、
私がその任を担うことになりました。いまだ
オロオロとしながら新年度を迎えます。
　喜島健一郎ガバナーは地区目標を「クラブ
の活性化に努めよう」とし、5 つの活動計画
を掲げられました。それを受けて、各会長さ
んはクラブでの具体的な活動計画に着手して
おられます。公式訪問等でお聞かせいただき
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ながら実りあるものとし、グループ全体の活
性化につながればと思います。さらに言うな
らば、頴娃クラブも頑張れと今年度ガバナー
補佐の任を与えられたのかもしれません。
　6 月に新旧の補佐・会長・幹事会を以て諸
事項の確認をし、新年度がスタートしました。
　1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

鹿児島県市内 Aグループ

鹿児島サザンウインド

ロータリークラブ

右田 省二

　2019 − 2020 年度ガバナー補佐を務めます
右田省二です。2001 年に鹿児島サザンウィ
ンドに入会しました。私が高校生だった当時、
父もロータリークラブに所属していましたの
で、父が先の大戦中にジャワ（インドネシア）
に駐留していた経験からインドネシアの留学
生と交流をしていた思い出等があり、ロータ
リーとは国際交流の団体と思っていました。
それはロータリーの一面だけだったと知るの
はロータリー入会後です。入会後はロータリー
の理念目的を体系的に知る機会が増え、ロー
タリーを理解したつもりになっていましたが、
今回のガバナー補佐としての意義を問われる
と自信をなくしてしまいます。ガバナー補佐
を機会に今一度見つめ直して、皆様と共にロー
タリアンとして研鑽を積んでいきたいと思い
ます。入会の動機は人それぞれですが、同じ
目的理念を共有する仲間として社会的に成長
を遂げていきたいと思いますので、この一年
間どうかよろしくお願いします。

鹿児島県市内 Bグループ

鹿児島ロータリークラブ

有薗 純一

　2019-2020 年度鹿児島市内 B グループのガ
バナー補佐を引き受けることになりました鹿
児島ロータリークラブの有薗です。
　今年度の貴島ガバナーは地区目標を「クラ
ブの活性化に努めよう」とし、その目標達成
の具体的な活動計画の第 1 番目に、童心とと
もに原点に帰り、原点を大事にして変化につ
いていこうと言っています。私にとってロー
タリーの原点は平成 6 年に入会させて頂いた、
指宿ロータリークラブです。あの家族的な会
員同士の繋がりがロータリーへの垣根を低く
させ、平成 18 年再入会した鹿児島ロータリー
クラブでは、「ロータリーとは何か、いまどこ
に向かっているのか、CLP は本当にクラブを
活性化させるのか等々」様々なロータリーの
問題を教わり議論もしました。
　一方で、規定審議会ではロータリークラブ
の様々な改革が議論されて、間口がどんどん
広くなるようです。貴島ガバナーが推奨する
ようにロータリーの原点に立ち戻り、さらに
時代の変化に柔軟に対応してクラブを活性化
させるには、どうしたら良いのか。
　担当クラブの会長さん、メンバーの皆様と
一緒に取り組んで行きたいと思います。
　1 年間よろしくお願いいたします。
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宮崎県北部グループ

日向ロータリークラブ

大原 　一

　2019 ～ 2020 年度宮崎県北部グループのガ
バナー補佐を仰せつかりました、日向ロータ
リークラブの大原一といいます。日向クラブ
より輩出する事になった時、他にも優秀な人
材が居られたにも係わらず、私のような者が
指名されてしまいました。多分時間的余裕が
あると思われたのでしょう。
　様々な方から頂いたアドバイスによると、

「健康第一を考え、体力と気力を持って行動す
れば、後は時間が解決してくれる」との事。
先の事は考えず、何かに直面した時に適当に
対応すれば良い、と考える様になりました。
　ロータリーに詳しい訳ではありませんので、
新しいガバナーの想いや熱意を汲み取り、そ
の思いや熱意を担当クラブの皆さんに少しで
も伝えられれば良いのかなー、と思っていま
す。また、地区に対しての要望などがあれば
地区へ報告、と云った地区とクラブのパイプ
役が務まればとも思っています。
　皆様のお役に立つのであれば、微力ではあ
りますが、精一杯頑張る所存です。
　ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げ
ます。

宮崎県中部グループ

西都ロータリークラブ

上田 　普

　この度、宮崎県中部グループガバナー補佐
を務めることになりました西都 RC の上田普

と申します。どうぞよろしくお願い致します。
　ガバナー補佐への推薦を頂き、私にその資
格があるのか自問自答致しました。
　しかし知人の「やらなくて後悔するよりやっ
てみて反省しよう」との言葉にお受けするこ
とを決めました。しかしながら、ロータリー
歴は 21 年目となりますが、勉強不足は否めず
その自覚もあり、今不安の中におります。
　次期ガバナー補佐会議、会長エレクト研修
セミナー地区研修協議会等を終えました現在、
ガバナー補佐としてガバナーとグループの繋
ぎの役割に努めたいと思っております。他の
クラブ同様、中部グループ 10 クラブはそれぞ
れの地域に根ざした特性があります。そして
そのグループからこの度、宮崎西 RC の喜島
ガバナーを輩出することになりました。中部
グループ 10 クラブはガバナーを全面的に支援
していくと思います。
　RI2019 − 20 年度マーク・ダニエル・マロー
ニー会長のテーマは「ロータリーは世界をつ
なぐ」です。RI には地域社会とつながり、職
業のネットワークを広げ、強くて末永い関係
構築ができる確固とした使命と構造がありま
す。
　ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深
く寛大な人々が手を取り合い、行動を起こす
ためのつながりを築いてまいりましょうと説
いておられます。
　喜島ガバナーは国際ロータリー第 2730 地
区目標として「クラブの活性化に努めよう」
とされました。その為の 5 つの活動計画を揚
げられ、そのうちのどれかに取り組むべきで
ある、そしてその実行がクラブの活性化に繋
がると説かれました。それぞれのクラブが楽
しく活性化していく事、グループ内の協力、
親睦がより発展することをご期待申し上げま
す。
　最後に、未熟なガバナー補佐ですが精一杯
努めさせていただきますので、ガバナ―をは
じめ地区関係各位、クラブ会長幹事、会員の
皆様のご指導とご協力をよろしくお願い申し
上げご挨拶とさせていただきます。
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宮崎県西部グループ

都城西ロータリークラブ

萩原 和洋

　この度、貴島健一郎ガバナー年度の宮崎県
西部グループのガバナー補佐を務めさせてい
ただく事になりました都城西 RC の萩原和洋
と申します。入会当初、そのうち分かるよと
言われて 35 年、現在の心境は ? と聞かれれ
ば、ロータリーよ ! 何処へ行く ? 一体何をし
たいの ? と言ったところで、ロータリーの真
髄に未だに到達出来ず、はがゆい思いをして
いる今日この頃です。誰でも良いから解り易
く教えてよと思っている矢先の今回の貴島ガ
バナーとグループ内のクラブとのパイプ役と
いうことで、一から又、勉強か ! と、それと
いいますのも、クラブの会長をしてから 22 年、
地区の委員会も 2000 年から 5 年間、青少年
奉仕部門、まだ第五の奉仕部門として認知さ
れるまでの新世代委員会という大変難儀な地
区委員を 3 年、吉松ガバナー、三木ガバナー
年度はその委員長を 2 年させていただいてか
らもう 15 年になります。浦島太郎のような気
持ちでございますが、これも究極のクラブ奉
仕なのかと諦めて頑張らなくてはいけないの
かなと思い直しているところです。さて、今
年度 RI 会長テーマは「ロータリーは世界をつ
なぐ」、地区テーマが「クラブの活性化に努め
よう」ということです。会員増強は勿論、出
席率の向上、楽しい例会を心がけ、利他の心
で地域社会のニーズに的確な奉仕をして、そ
して感動を分かち合いたいものです。又、最
近悲惨な事件や事故が多いですが、我々の目
指す奉仕の心、利他の心、思いやりの心、他
人の為にという奉仕の精神が小さい時から備
わっていれば、あんな悲惨な事件は起こらな
かったのではと思うばかりです。我々の目指
す奉仕は地球の環境保全は勿論、社会生活も
仕事も家庭もうまくいくはずです。奉仕の創

生、奉仕の循環（奉仕の理想）、地球の恵みを
戴いて生きている我々は少しでも地球に恩返
しながら、地球が出来るだけ長生きしてくれ
る様願い、感謝、利他、継承と !!　
　1 年間御支援、御協力宜しくお願い申し上
げます。

宮崎県南部グループ

串間ロータリークラブ

河野 清見

　2019 ～ 2020 年度の宮崎県南部グループの
ガバナー補佐を仰せつかりました串間ロータ
リークラブの河野清見と申します。
　串間ロータリークラブの会長退任後、即ガ
バナー補佐に任命されました。断る知恵がな
く、会員の目は私を見ているし、誰かが引き
受けなければ、継続していかないものなので、
初めてこの補佐と言う大役を引き受けること
にしました。どうぞ足を引っ張らず手を引っ
張って頂ければ幸いです。
　さて、今年度のマーク・ダニエル・マロー
ニー RI 会長は、「ロータリーは世界をつなぐ」
をテーマに掲げられております。又、喜島健
一郎ガバナーは地区の目標に「クラブの活性
化に努めよう」と 5 つの活動計画を示されま
した。その言葉通り、補佐していくのが務め
と思っており、各クラブ共通事と認識してお
ります。会員増強又、女性会員の入会を常に
考えておく必要があると思いますし、逆にロー
タリークラブに入会させて欲しいと言って下
さるような魅力あるクラブを発信していきた
いものです。
　一年間精一杯努めて参りますので、皆様の
ご指導とご協力を宜しくお願い致します。
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 直前ガバナー祝意

2018 〜 2019 年度　国際ロータリー第 2730 地区

ガバナー　川原　篤雄

　喜島健一郎ガバナー年度のスタートにあたり一言申し上げます。

バリー・ラシン RI 会長の「インスピレーションになろう」　地区モットー「プラスワンの考動を !」

の年度は大変お世話になり誠にありがとうございました。いよいよ「ロータリーは世界をつなぐ」

年度のはじまりを心よりお喜び申し上げます。

　ガバナーとしてエレクト研修セミナー及び国際協議会に全期間を通して研修を終えられ本日こ

こに、マーク・ダニエル・マローニー RI 会長のテーマの道標を確認されての船出であります。世

界のロータリーは次なる 100 周年に向けて大きな節目を模索しております。

◎　ロータリーは時代に追いついていかなければならない。

◎　ロータリーは時代に適応しなければならない。

◎　ロータリーは将来への備えができていなければならない。

次なる持続可能な次なる 100 年に向けて前進していくための新たなビジョンも発表され、当年度

も継続されます。「私たちロータリアンは世界で地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良

い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。」

　さて、日本のロータリー 100 周年 2020 年 10 月に向けて実行委員会が設立され、3 つの委員会

が活動しております。2018 − 19 年度石黒慶一 RI 理事を 100 周年実行委員長として

①ビジョンの策定　②記念事業等　③組織連携　などであります。ビジョン策定上の重要視点は

日本にある 2270 のクラブが生き生きとした元気な機能するクラブづくりのため、若い男女会員の

入会を推進することだと思われます。当地区においても地区目標として「クラブの活性化に努め

よう」とされました。67 クラブの協力をお願いし RLI 等に参画させていただき、ロータリーを語らっ

ていただくことを期待致します。

　おわりに、世界を変える行動人のひとりとして、地区拡大委員長（鹿児島県エリア）として、直

前ガバナーとして新クラブ設立に努力して参ります。喜島年度がチーム 2730 として前進されます

様お祈り申し上げ祝意とさせて頂きます。

　ありがとうございました。
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地区目標・計画について

地区目標　「クラブの活性化に努めよう」

地区計画

　① 　童心と共に原点を大切にして変化を受け入れ目標に向か
おう

　②　女性会員が 10％未満のクラブは10％以上に増強しよう

　③ 　クラブ会員が 50 名以下のクラブは10 名単位で会員を増
強しよう

　④ 　姉妹クラブがないクラブは国内もしくは国外に姉妹クラブ
を一つ作ろう

　⑤ 　5 年間グローバル補助金を使用していないクラブは、財
団のグローバル補助金を使い、国境を越えた恵まれない
人々を支援する活動をしよう

　2019-20 年度ＲＩ会長のテーマを受けて、改めて地区の目標を「クラブの活性化に努めよう」

という、古くてしかし新しい、そして難しい目標を掲げさせていただきました。

　活性化とはどういうことなのか。次期ＲＩ会長が言う「中核的価値」、時代が変化しても変えて

はいけないこと、しかし範囲内で時代の変化と共に柔軟性を持ちながら変化させる。このことを

十分に理解していないと活性化を図れないということだと思います。

　私たちロータリアンは、特にベテラン会員は、ロータリーに入会した時を振り返ってみること

が大切なのではと思います。ワクワクドキドキしながら当時の会長からロータリーバツジを付け

てもらい、新たな決意を持って入会しました。そのことが「童心とともに原点を大切にする」と

言うことだと思います。しかし時代も経て変化がもたらされました。若い会員も女性会員も増え

ました。その変化も受け入れ、会員もクラブも活性化していきましょう。

2019-2020年度第2730地区目標・計画について
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地区目標・計画について

　女性会員は第 2730 地区に約 220 人いらっしゃいます。この間、地区の活性化に女性会員の果

たした役割は大きいと思います。しかし地区の中でまだ 10 パーセントには達しておりません。各々

のクラブの中で積極的に女性会員の入会を促していただきたいと思います。クラブの目標の中で

何年後に達成できるか計画してみてください。

　世界のロータリー会員は 2002 年の約 124 万 3 千人をピークに 2019 年の 120 万 9 千人に減少

しています。増えているゾーン、減っているゾーンその原因は様々でしょうが、第 2730 地区も

2700 人台から 2400 人台に減少しています。本年度は復調傾向ではありますが安心してはいられ

ません。常に努力が必要です。20 人未満のクラブは最低でも 20 人の会員を維持するよう努力し

てみてください。拡大し、維持増強できるよう目標を立て何年度までには達成できる戦略・計画

を立案していただきたいと思います。10 名単位での増強を活動計画としてあげましたが、クラブ

内で計画し実現するよう望んでおります。

　姉妹クラブを作って欲しいと記しました。またグローバル補助金を使ってほしいと記しました。

このことは同一のことであります。一つのクラブで社会に貢献できることは限りが有ります。交

流することで、お互いの智恵を共有することができます。協力し合うことによってもっと大きな

事業ができます。視野を大きく持つことも活性化の一因です。

　いずれにせよ、変えてはいけないこと、時代の変化によって変えていくこと、それをクラブの

戦略計画立案を踏まえ、継続的に一歩一歩進んでいくこと、このことが、クラブの活性化にとっ

て重要なことだと思っております。第 2730 地区、全クラブ、全会員に期待しております。地区は

クラブの活性化のために様々な支援を行っていきます。

　各クラブへの公式訪問例会では 5 つの目標を中心にして、活性化の取り組みについての現況及

び計画をお聞きしたいと思っております。どうしたら「クラブの活性化」をもっと高められるか。

是非ＲＩ・地区・クラブの戦略計画を基盤におきながら有意義な意見交換を行いたいと願ってお

ります。
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地区組織図

TEL：　0985–20–3180

FAX：　0985–20–3181

工藤　博美 加 世 田

鮎川　和弘 加 世 田

2019-20年度
国際ロータリー第2730地区委員会組織図
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地区組織図

TEL：　0985–20–3180

FAX：　0985–20–3181

工藤　博美 加 世 田

鮎川　和弘 加 世 田
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地区活動資金収支予算

2019−20年度地区活動資金収支予算
Ⅰ　収入の部 単位：円

項　　　目 19-20年度 18-19年度 備　　　考
1 前年度繰越金 0

2 地区活動資金 19,400,000 19,000,000
前期 4,000円×2400人＝ 9,600,000
後期 4,000円×2450人＝ 9,800,000

3 月信関係費 3,880,000 3,800,000
前期 800円×2400人＝ 1,920,000
後期 800円×2450人＝ 1,960,000

4 地区ホームページ運営費 970,000 950,000
前期 200円×2400人＝ 480,000
後期 200円×2450人＝ 490,000

5 広告活動資金 0
6 その他 0

合　計 24,250,000 23,750,000

Ⅱ　支出の部

項　　　目 19-20年度 18-19年度
備　　　考

　　　地区資金規定

1

ガバナー関係費
国際協議会参加費 1,000,000 1,000,000 　　　資金細則1（9）②
直前ガバナー記念品代 250,000 250,000 　　　資金細則1（9）③
全国会合関係参加費 950,000 950,000 　　　資金細則1（9）④

小　　　計 2,200,000 2,200,000

2

補助金
地区研修・協議会 300,000 300,000 　　　資金細則1（2）①
IM（ROTARY　DAY） 1,000,000 1,000,000 　　　資金細則1（3）①
インターアクト年次大会 400,000 400,000 　　　資金細則1（4）IA②
インターアクト幹部研修会 300,000 300,000 　　　資金細則1（4）IA③
インターアクト韓国交流会 400,000 400,000 　　　資金細則1（4）IA④
インターアクト全国研究会負担金 200,000 500,000
提唱校認証伝達資金補助費 200,000 50,000
ローターアクト年次大会 300,000 300,000 　　　資金細則1（4）RA②
ローターアクト幹部研修会 100,000 100,000 　　　資金細則1（4）RA③
ローターアクト韓国交流会 400,000 400,000 　　　資金細則1（4）RA④
青少年国際交流関係費 300,000 300,000 　　　資金細則1（5）交換②
会長エレクト研修セミナー 500,000 800,000 　　　資金細則1（2）①
次期チーム研修セミナー 300,000 　　　資金細則1（2）①
次期ガバナー補佐研修会 600,000 600,000 　　　資金細則1（2）①
米山記念奨学委員会 200,000 200,000 　　　資金細則1（7）①

小　　　計 5,500,000 5,650,000

3

会議参加費
地区研修・協議会 0 0 　　　ホストクラブ又はGE事務所より支出
IM（ROTARY　DAY） 0 0 　　　ホストクラブより支出
会長エレクト研修セミナー 0 0 　　　ホストクラブ又はGE事務所より支出
クラブ指導者研修セミナー 300,000 300,000 　　　資金細則1（2）②
次期ガバナー補佐研修会 0 0 　　　資金細則1（8）②

小　　　計 300,000 300,000
4 姉妹地区関係参加費 250,000 250,000 　　　資金細則1（9）④
5 地区委員会費 5,500,000 5,000,000 　　　資金細則1（7）①②
6 ガバナー関係費・補佐関係費 1,300,000 1,300,000 　　　資金細則1（8）①
7 規定審議会参加費 300,000 300,000 　　　資金細則1（10）
8 通信・送信・事務費 400,000 400,000 　　　資金細則1（9）⑤
9 月信関係費 4,500,000 4,500,000 　　　資金細則1（9）⑥

10 地区連絡事務所維持費 600,000 600,000 　　　ガバナー事務所より支出
11 地区ホームページ運営費 1,000,000 1,000,000 　　　資金細則1（9）⑦
12 事業資金（広報） 1,000,000 1,000,000 　　　資金細則1（6）①
13 予備費 1,400,000 1,250,000

翌期繰越金 0
小　　　計 16,250,000 15,600,000
合　　　計 24,250,000 23,750,000

地区活動資金収支予算
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地区関係資金額

2019-20年度　地区関係資金額1人当たり（人頭分担金）
単位：円

年度別 2019−20 2018−19

区分 予定会員数 前2,400人 後2,450人 金額 ％ 前2,350人 後2,400人 金額

A

1 地区活動資金 4,000 4,000 19,400,000 4,000 4,000 19,000,000

2 月信関係費 800 800 3,880,000 800 800 3,800,000

3 地区ホームページ運営費 200 200 970,000 200 200 950,000

小　　計 5,000 5,000 24,250,000 5,000 5,000 23,750,000

B

4 青少年交換資金 500 475 2,363,750 500 475 2,315,000

5 事業資金（広報） 200 200 970,000 200 200 950,000

6 VTT活動資金 0 0 0 0 0 0

7 青少年活動資金（ライラ） 500 400 2,180,000 500 400 2,135,000

8 ローターアクト活動資金 400 300 1,695,000 400 300 1,660,000

9 インターアクト活動資金 200 200 970,000 200 200 950,000

小　　計 1,800 1,575 8,178,750 1,800 1,575 8,010,000

C

10 ガバナー会運営協力金 100 100 485,000 100 100 475,000

11 ロータリー文庫運営協力金 150 150 727,500 150 150 712,500

12 ガバナー事務所費
（地区連絡事務所含む）

1,700 1,700 8,245,000 1,700 1,700 8,075,000

13 ガバナーエレクト事務所費 1,000 700 4,115,000 1,000 700 4,030,000

14 地区大会分担金 4,000 0 9,600,000 4,000 0 9,400,000

15 米山記念館運営協力金 100 0 240,000 100 0 235,000

16 平和奨学生支援金 0 0 0 0 0 0

17 青少年交換維持協力金 200 0 480,000 200 0 470,000

18 規定審議会分担金 50 0 120,000 50 0 117,500

19 災害復興支援作業 500 0 1,200,000 500 0 1,175,000

小　　計 7,800 2,650 25,212,500 7,800 2,650 24,690,000

合計
合　　計 14,600 9,225 57,641,250 14,600 9,225 56,450,000

一人当たり人頭分担金 23,825 23,825

参考・・・

A・・・地区活動資金（月信、各委員会他　  3項目）

B・・・　　〃　　　（地区資金活動　　　  6項目）

C・・・別会計資金　（運営協力金他　　　10項目）

地区関係資金額（人頭分担金）予算
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ガバナー公式訪問要綱

2019 〜 20年度　ガバナー公式訪問要項及び日程
1．目的
　・2019 ～ 20 年度テーマを初め、ロータリーの重要な情報を提供する。
　・クラブの現状・運営について意見を交換し、クラブ会員とガバナーの交流を深める。

2．公式訪問の標準スケジュール（夜間の場合もこれに準じてください）
スケジュール 昼の部 夜の部

会長・会長エレクト・幹事懇談会 11：15 ～ 12：15 17：15 ～ 18：15
例会 12：30 ～ 13：30 18：30 ～ 19：30

記念写真撮影 13：30 ～ 13：50 19：30 ～ 19：50
クラブフォーラム 13：50 ～ 14：50 19：50 ～ 20：50

　・ガバナーアドレスは、20 分を基準とします。
　・基本的に全員出席でお願いいたします。

3．クラブフォーラムについて
　（1） クラブ活動状況について下記の目標、活動計画について会長・会長エレクト・幹事懇談会で情報交換

しますと共に、会員の皆さまとも意見交換致しますので、フォーラムテーマを 1・2 点に絞り込みご準
備お願いします。

　（2）地区目標　　「クラブの活性化に努めよう」
　　〈活動計画〉
　　　１．童心と共に原点にかえり原点を大切にして変化を受け入れ目標に向かおう。
　　　２．女性会員が 10% 未満のクラブは、女性会員を 10% 以上に増強しよう。
　　　３．クラブの会員が 50 名以下のクラブは、10 名単位で会員を増強しよう。
　　　４．姉妹クラブがないクラブは、国内か国外に姉妹クラブをつくろう。
　　　５． 5 年間グローバル補助金を使用していないクラブは、財団のグローバル補助金を使い、国境を越

えた恵まれない人々を支援する活動をしよう。
　 　上記以外でもクラブとして活性化に努めるための独自プログラムを計画・実行されておられる場合はご

報告下さい。

4．事前の書類提出について
　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 週間前までに送付して下さい。
　・「クラブの計画と目標」「会長の計画と見解」 　・概況報告（クラブ財務関係資料含む）
　・クラブ定款、細則 　・クラブ運営の基本方針
　・職業分類と充填、未充填 　・クラブ委員会の活動計画 
　・直近 4 週間のクラブ会報

5．担当ガバナー補佐との連絡
　事前の準備について、不明なことがあればガバナー補佐に連絡して、ガバナー事務所へ早めにご連絡下さい。

6．その他
　・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。
　・ガバナーとガバナー補佐、随行者のフィーは、免除させて頂きます。
　・ 当日の食事は、通常例会食でもかまいません
　・ フォーラム後のご接待は原則辞退させて頂きますが、ロータリーを語りたい方々でチャリティ、寄付等、

考慮されるのであればご指示下さい。



21ガバナー月信　７月号

ガバナー公式訪問日程表

2019 年～ 2020 年度　ガバナー公式訪問日程表 ★夜間例会

2019 年　 7 月 2019 年　 8 月 2019 年　 9 月 2019 年　 10 月 2019 年　 11 月

1 月 1 木 頴娃 1 日 1 火 1 金

2 火 2 金 2 月 鹿屋西 2 水 2 土

3 水 3 土 3 火 加治木 3 木 3 日 文化の日

4 木 4 日 4 水 国分中央・
姶良 4 金 4 月 振替休日

5 金 5 月 鹿児島中央 5 木 国分・霧島 5 土 地区大会 5 火 西都

6 土 6 火 鹿児島城西 6 金 6 日 地区大会 6 水 佐土原

7 日 7 水 鹿児島南 7 土 7 月 7 木 高鍋

8 月 8 木 鹿児島東 8 日 Ｅクラブ 8 火 小林中央 8 金

9 火 9 金 9 月 串良 9 水 小林 9 土

10 水 奄美瀬戸内・
奄美 10 土 10 火 志布志 10 木 えびの 10 日

11 木 奄美中央 11 日 山の日 11 水 きもつき・
志布志みなと 11 金 11 月 宮崎東

12 金 12 月 振替休日 12 木 かのや東 12 土 12 火 宮崎

13 土 13 火 13 金 13 日 13 水 宮崎北

14 日 14 水 14 土 14 月 体育の日 14 木 宮崎中央

15 月 海の日 15 木 15 日 15 火 都城北 15 金

16 火 川内 16 金 16 月 敬老の日 16 水 都城西 16 土

17 水 薩摩川内・
大口 17 土 17 火 17 木 都城中央 17 日

18 木 出水 18 日 18 水 鹿屋 18 金 都城 18 月 宮崎南

19 金 19 月 19 木 串間・
南九州大崎 19 土 19 火 宮崎アカデ

ミー

20 土 20 火 20 金 20 日 20 水

21 日 21 水 鹿児島西南 21 土 21 月 延岡東 21 木

22 月 枕崎・加世田 22 木 鹿児島北 22 日 22 火 22 金 宮崎西

23 火 阿久根・
串木野 23 金 鹿児島 23 月 秋分の日 23 水 延岡 23 土 勤労感謝の日

24 水 宮之城 24 土 24 火 日南中央 24 木 延岡中央 24 日

25 木 25 日 25 水 日南 25 金 25 月

26 金 26 月 26 木 26 土 26 火

27 土 27 火 鹿児島東南 27 金 27 日 27 水

28 日 28 水 鹿児島西 28 土 28 月 日向 28 木

29 月 29 木 鹿児島サザン 29 日 29 火 日向東 29 金

30 火 指宿 30 金 30 月 30 水 日向中央 30 土

31 水 伊集院 31 土 31 木 門川
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今後の主な予定

今後の主な行事予定（2019〜 20年度）

日　程 行　事 時　間 場　所 摘　要

2
0
1
9
年

7
月

1日 月 ロータリー・リーダーシップ研究会
（RLI）日本支部会議 10:00 〜 11:15 グランドプリンスホテル高輪

1日 月 2019－20年度ガバナー・元・次期ガバ
ナー懇談会 11:45 〜 15:00 グランドプリンスホテル高輪

7日 日 第1回RA地区連絡協議会 霧島市国分シビックセンター RA地区委員会

7日 日 RIJYEM　全国委員長会議 10:00 〜 17:00 AP品川 青少年交換委員会
危機管理委員会

7日 日 第1回地区連絡協議会 10:00 〜 14:45 霧島市国分公民館 RA地区委員会

13日 土 2019－20年度RI第3ゾーン「戦略計画
推進セミナー」 10:00 〜 16:00 ホテルグランヴィア大阪

14日 日 第7期RLI2730パートⅠ 9:20 〜 15:30 宮崎日本大学高等学校 宮崎地区

20日 土 広報・公共イメージ部門、クラブ委員
長会議 13:00 〜 16:30 メインホテル 広報公共イメージ委

員会

21日 日 2730RLI第7期パートⅠ 9:00 〜 16:00 鹿児島大学　法文学部教室 RLI委員会

25日 木 元RI会長ゲイリー C．K．ホァン管理
委員長との懇談の集い 17:00 〜 20:00 ホテルニューオータニ

27日・28日 土・日 第54回インターアクト年次大会 小村記念館他 日南中央RC

第1回RA委員長研修会 地区内4グループにて開催 地区RA委員会

8
月

3日 土 第1回4G会・諮問委員会・ガバナー補
佐・部門長会議　地区運営委員会 10:00 〜 16:00 メインホテル

4日 日 地区財団セミナー&補助金管理セミ
ナー 財団委員会

18日 日 RA会長幹事会 9:30 〜 12:00 姶良市加治木町福祉センター RA地区委員会

18日 日 第1回地区RA合同委員会 13:00 〜 15:00 姶良市加治木町福祉センター 地区RA委員会

24日〜 25日 土・日 七地区交流会 長崎県 第2730地区

24日〜 25日 土・日 第1回受入学生オリエンテーション
受入学生・派遣学生帰国合同報告会 かごしま空港ホテル（霧島市） 青少年交換委員会

9
月

2日〜 3日 月・火 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS） GE

7日〜 8日 土・日 米山セミナー IN奄美 未定 米山記念奨学会部門

21日 土 宮崎北ロータリークラブ　50周年記念
式典 宮崎観光ホテル 宮崎北RC

28日 土 鹿児島地区米山セミナー 未定 米山記念奨学会部門

29日 日 宮崎地区米山セミナー 未定 米山記念奨学会部門

第1回地区RA委員会

第1回インターアクト委員会 都城

10
月

4日〜 6日 金〜日 地区大会 シーガイアコンベンションセンター

5日 土 第2回地区諮問委員会（朝食会） シーガイアコンベンションセンター

5日 土 G補佐・部門長・クラブ会長・幹事合
同協議会 シーガイアコンベンションセンター

12日〜 13日 土・日 第2720地区RA年次大会 大分県

20日 日 2020－21年度派遣学生応募説明会 13:00 〜 15:00 地区事務所 青少年交換委員会

11
月

10日 日 2020－21年度派遣学生選考会 13:00 〜 地区事務所 青少年交換委員会

16日〜 17日 土・日 第48回RA地区年次大会 宮崎県小林市（予定） 小林RAC

17日〜 19日 日〜月 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS） GE

30日 土 次年度地区リーダー研修

第3661地区韓国釜山地区へ国際研修

都城ロータリークラブ　創立65周年記
念式典 都城RC

12
月

1日 日 第2回RA地区連絡協議会 姶良市加治木町福祉センター RA地区委員会

風呂井ガバナーエレクト壮行会

第1回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

第2回4G会・諮問委員会
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今後の主な予定

日　程 行　事 時　間 場　所 摘　要

2
0
2
0
年

1
月

11日 土 地区米山奨学生選考会 メインホテルナカムラ 米山奨学生委員会

19日〜 26日 国際協議会 サンディエゴ（米国） GE

25日 土 RA第3ゾーン会議 RA地区委員会

第2回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

第2回RA委員長研修会 地区内4グループにて開催 地区RA委員会

2
月

8日 土 次年度ガバナー補佐及び部門長会議

15日 土 2019年度奨学生終了式 未定 米山奨学生委員会

22日 土 次年度地区チーム研修セミナー

23日 日 RA地区合同研修会 地区内4グループにて開催 RA地区委員会

第2回地区インターアクト委員会 都城

第3回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

ガバナー補佐・部門長会議 メインホテル

鹿児島西南ロータリークラブ創立40周
年記念式典 鹿児島西南RC

3
月

21日〜 22日 土・日 第32回全国ローターアクト研修会 愛知県名古屋市 RA地区委員会

21日〜 22日 土・日 会長エレクト研修セミナー 志布志RC・志布志み
なとRC

IA九州4地区連絡協議会 都城 第2730地区担当

第3回4G会・諮問委員会

第4回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

4
月

4日 土 2020年度奨学生とカウンセラーのオリ
エンテーション 未定 米山奨学生委員会

11日 土 宮崎西ロータリークラブ創立60周年記
念式典 シーガイアコンベンションセンター 宮崎西RC

12日 日 第3回RA地区連絡協議会 9:30 〜 12:00 姶良市加治木町福祉センター RA地区委員会

12日 日 第2回地区RA合同委員会 13:00 〜 15:00 姶良市加治木町福祉センター 地区RA委員会

18日 土 志布志ロータリークラブ創立40周年記
念式典 志布志湾大黒リゾートホテル 志布志RC

かのや東ロータリークラブ創立35周年
記念式典 かのや東RC

日向ロータリークラブ創立60周年記念
式典 日向RC

薩摩川内ロータリークラブ創立40周年
記念式典 薩摩川内RC

伊集院ロータリークラブ創立50周年記
念式典 伊集院RC

第3回地区インターアクト委員会 都城

第5回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

第2回地区運営委員会 メインホテル

5
月

17日 日 地区研修・協議会 串良RC・かのや東RC

30日〜 31日 土・日 第48回ローターアクトのための研修会 霧島市（国分） RA地区委員会

第6回派遣学生オリエンテーション 青少年交換委員会

第4回受入学生オリエンテーション
（九州マルチ地区ジャパンツアー） 青少年交換委員会

6
月

7日 日 RA役員研修会（引継ぎ） 姶良市加治木町さえずりの森 地区RA委員会

第15回地区インターアクトRC　顧問研
修会

受入学生帰国報告・派遣学生壮行会 青少年交換委員会

ガバナー補佐会議

2020 年 10 月 16 日〜 18 日	 地区大会	 	 	 鹿児島県

	 ライラ　　　鹿児島県　　鹿児島中央 RC	 	 	 鹿児島県

	 ライラ　　　宮崎県　　　西都 RC	 	 	 宮崎県

	 第 8 回全国インターアクト研究会（山形）未定		

	 第 2 回受入学生オリエンテーション（九州マルチ地区長崎ツアー）	 未定	 青少年交換委員会

	 第 3回受入学生オリエンテーション（九州マルチ地区鹿児島ツアー）	 未定	 青少年交換委員会
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米山記念奨学金　2019-2020 年度５月の寄附金傾向

米山記念奨学金5月の寄付金傾向
5月分合計額	 46,122,311円
　　　累計額	1,287,501,610円	（前年同期比3,910万円減）

参考　前年度5月分合計額：58,730,792 円　累計額：1,326,633,872 円

普通寄付金

5月当月� 6,465,628円
5月末累計� 425,781,785円
� （前年度比　0.25%増）
� （　��〃　��110 万円増）
� （予算達成率101.4%）

　普通寄付金下期分は2,162クラブ（96%）か
ら納入されました。（昨年度は2,189クラブ）尚、
上下期分ともまだご送金されていないクラブが
60クラブあります。今年度も残り1カ月足らず
となりました。まだ納入されていないクラブは
早めにお送りくださいますようよろしくお願い
いたします。

★普通寄付金納入状況・下期分	（納入数 /クラブ数）

地区 納入数 /
クラブ数

納入
割合 地区 納入数 /

クラブ数
納入
割合

2500 64/67 96% 2610 63/64 98%
2510 63/70 90% 2620 74/79 94%
2520 70/79 89% 2630 74/75 99%
2530 61/65 94% 2750 88/90 98%
2540 39/42 93% 2760 完納 100%
2550 47/51 92% 2780 66/68 97%
2560 53/56 95% 2640 65/69 94%
2570 50/51 98% 2650 95/96 99%
2770 71/74 96% 2660 80/81 99%
2790 82/83 99% 2670 完納 100%
2800 46/49 94% 2680 71/73 97%
2820 54/55 98% 2690 完納 100%
2830 37/41 90% 2700 58/61 95%
2840 42/45 93% 2710 72/73 99%
2580 67/71 94% 2720 68/75 91%
2590 完納 100% 2730 55/66 83%
2600 53/54 98% 2740 53/57 93%

合計：納入数2,162RC
地区ロータリークラブ数　2,261RC

普通寄付納入実績5月 31日現在、当会入金分

※「完納」は上、下期分全てが納入済の地区です。

特別寄付金

５月当月� 39,656,683円
５月末累計� 861,719,825円
� （前年度比���4.46%減）
� （　�〃　4,020 万円減）
� （予算達成率�92.7%）

　5 月末累計額は前年同期比 4．46% 減、約
4,020 万円の減少となりました。今年度も残り
僅か 1カ月弱となりましたが、6月は米山月間
以降の10〜 12月に次ぐ特別寄付金の多い月で
すので、毎年 1億円以上、6月の特別寄付金で
納入されます。財団設立記念年度であった昨年
に比べると、少し落ち込んではおりますが、昨
年度以前の 10年間では、特別寄付金の平均額
が8億 5千万円となるため、1千万円ほど上回っ
ております。今年度最後のご寄付を引き続きよ
ろしくお願い申し上げます。

☆創立記念寄付	 （単位：万円）

地区 クラブ名 金額 地区 クラブ名 金額
2770 越谷南 10 2750 東京築地 30
2840 沼田 10 東京多摩 10

2580 東京城北 20 2760 名古屋北 5
東京福生 10 2780 綾瀬 5

2600 木曽 10 2670 鴨島 18

2610 富山
大手町 50 2730 志布志

みなと 20

合計 12クラブ 198

☆創立記念寄付
　D2820　10万円、D2750　30万円



●記念講演
  大野勝彦

●アトラクション　森山バンド

【大野勝彦略歴】
昭和 19.2.3 熊本県菊池郡菊陽町生まれ
平成元 .7.22 農作業中機械により両手切断
平成 2.7.22 書きためた詩を「両手への讃歌」として自費出版
平成 5.7 エッセー・詩集「さよならのあとに」出版
平成 7.10.1 詩画集「風の丘から～ふり向けば母の愛が～」出版
平成 10.8 詩画集「やっぱいっしよがええなあ」出版
平成 14.7 詩画集「そばにいた青い鳥
 　　　　　　　　－失って見えてきたもの－」出版
平成 15.7 風の丘　阿蘇大野勝彦美術館開館
平成 16.4 ロサンゼルスにて 3,000 回記念講演会と個展開催
平成 17.9 風の丘　飯田高原大野勝彦美術館開館
平成 18.4 詩画集「夢は叶うもの思い強ければ」出版
平成 19.7 北海道に「風の丘　美瑛大野勝彦美術館」オープン
 手記「よし、かかってこい !」
 詩画集「はい、わかりました。」出版
平成 21.10 詩画集「泣いて笑ってＩ」（1 月～6 月）
 詩画集「泣いて笑ってⅡ」（7 月～12 月）
平成 24.4 「日めくりカレンダー」二冊同時発売
平成 25.12 詩画集「逃げるな」出版
平成 30.2 詩画集「風の丘物語」上下巻セットＤＶＤ付出版
現在 来館者の方々と直接お逢いしお話をして
 もう一度訪れたい美術館ＮＯ.1 を目指している。

昭和 40年から 50年代にかけて
市内でエレキバンド「ザ・シャネルズ」や
ポップバンド「トラッド」として活動。

津軽三味線走者でもある森山善昭さん
をリーダーとする７人組。

★賞歴　H20年全国ナイスミドル音楽祭
　　　　九州準グランプリ

国際ロータリー　第 2730 地区
2019-2020

地区大会のご案内
開催日：2019年

10月4日（金）～10月6日（日）
開催地
シーガイアコンベンションセンター
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〒880-0055
宮崎市南花ヶ島町336－１（大宮小学校正門前）
ＴＥＬ 0985-23-7777  ＦＡＸ  0985-22-0702
E-mail:info@tokiwasre.jp

〒880-0021
宮崎市清水１丁目９番４号（九州電力西側）
ＴＥＬ 0985-29-7777  ＦＡＸ  0985-26-6626
E-mail：tokiwatt@alpha.ocn.ne.jp

宅地造成･商業用地･仲介
テナント･マンション管理

駐車場管理

宅地建物取引業

分譲住宅､注文住宅
流通店舗

リフォーム

一般建設業 収益物件の活用
相続税､事業継承
土地の有効活用

一般不動産投資顧問業

定期借地･事業用借地
更地活用

( 住宅展示場･コンテナ置場など )

貸地バンクシステム

賃貸マンション設計
分譲住宅設計
注文住宅設計
流通店舗設計

一級建築士事務所
時間貸駐車場

運営･管理･設計･施工

コインパーキング

● 宅地建物取引業　宮崎県知事（12）第2273号
　 　　　　　　　　宮崎県知事（11）第2755号
● 一般不動産投資顧問業　第000250号　国土交通大臣登録
● 一級建築士事務所　宮崎県知事A－5847号
● 不動産コンサルティングマスター 国土交通大臣認定（6）第1304号
● 一般建築業　宮崎県知事（般-24）第11675号

● 損害保険代理業
● コインパーキング事業
● 貸地バンクシステム
● 公益社団法人　全日本不動産協会
● 公益社団法人　不動産保証協会
● 公益社団法人　西日本流通機構

常盤産業株式会社 常盤住宅サービス株式会社

親から子へ子から孫へのおつき合い

三井住友海上火災保険

損害保険代理業

環境造りと不動産総合プランナー
http://www.tokiwasre.jp創業1970年創業1970年創業1970年創業1970年


