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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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Create awareness
take action

経済と地域社会の発展月間／米山月間
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ロータリー 2000: 活動は 堅実、信望、持続 意識を喚起し、進んで行動を

RI会長：カルロ・ラビッツア（イタリア）
国際大会開催地：ブエノスアイレス
地区ガバナー：井ノ上繁（鹿屋ＲＣ）

RI会長：フランク・デブリン（メキシコ）
国際大会開催地：サンアントニオ 

地区ガバナー：安満良明（加治木ＲＣ）
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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調するため、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

　公式訪問の際、若い会員の姿を拝見していて昔の自分のことを思いました。

　私は昭和 45 年 4 月に薬のメーカーへ就職し 4 ヶ月間の研修を経て 8 月に佐賀県に配属さ

れました。初めて担当となった病院の院長室の壁に掲げてあつたロータリーの四つのテスト

を見て衝撃を受け、感銘を受けたことが昨日のことのように、今思い出されます。挨拶の後、

仕事のことではなく四つのテストについて院長先生に尋ねたところ、ロータリーという組織

のモットーなのだと、説明を受けました。「ロータリークラブは奉仕団体ではなく奉仕する心

をもつた人々の集団である。絶えることなく自己改善、自己研鑽を行い道徳的、倫理的水準

の向上を図り自己完結を目指し、そしてその人格と個性を自らの家庭生活、職業生活、地域

社会、国際社会において、最初に書いた四つのテストに基づいた行動に生かすのだ」との説

明を受けました。その時受けた衝撃は今でも忘れられません。その 7 年後宮崎に転勤になり、

1 年後に現在の職業を始めました。そしてその 4 年後にロータリーへの入会を勧められ、今

に至っております。当時、ロータリアンとしての資質を満たさないと思っていた私に、入会

後別の職業の人々と親睦を深めることにより、また例会に真面目に出席することにより、資

質の向上を満たす事が出来ると、ロータリアンの方は教えてくれ、その説明を真剣に受け止め、

入会に至ったのが、35 歳の誕生日の 1 ケ月前のことでした。

　公式訪問時に接する若いロータリアンの皆様は、情熱・奉仕にかける信念など、遥かに当

時の私に比べ優れており、本当に嬉しく思っています。今年の 1 月 13 日からサンディエゴで

行われた国際協議会には、世界から 600 名程のローターアクトクラブの役員・会員を招待し

ていました。それは若い人々を大切にし、新しい考えを取り入れロータリーの活性化につな

げようという理由でした。なくしてはいけないことはたくさんあります。変えてはいけない

こともたくさんあります。変化を受け入れるとともに、変えてはいけないことを若い世代に

伝えていかなければいけません。高齢化と共に会員は減少していきます。現場の最前線に立ち、

指導していく若いロータリアンに対し、それを教え・指導することも我々の仕事の一つだと

思います。若い世代を大切にし、活動しやすく応援するための道を一緒に作っていきましょう。

　ご協力下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
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会長就任挨拶

出水ＲＣ
築地 一則

　出水ロータリークラブ第 52 代会長を務めること
になりました。
　入会歴 42 年目で再登板になります。過去をふり
かえりますと数多くの会員の皆様との出会いやク
ラブの事業等で経験したことなど今懐かしく思い
出します。
　今までたいしてロータリーの勉強もせず、ここま
で来た感は拭えません。今年度 RI のテーマに「ロー
タリーは世界をつなぐ」また喜島健一郎ガバナーは

「クラブの活性化に努めよう」と目標を掲げられま
した。当然重点目標は「会員増強」と「出席率の向
上」必須の課題であることは理解しており増強と出
席向上に対しましてはアイデアを考えております。
　今年度、出水ロータリークラブと台湾嘉儀朿北
ロータリークラブとの友好盟約は 4 年目となり青
少年交換事業（8 月実施）に向けて準備中です。また、
私たちのクラブでは戦略長期計画として「出水ロー
タリー旗争奪中学生女子バレーボール大会（37 回）」

「新世代のための会議（第 23 回）」も準備中であり
ます。これらの事業に対しましても学校関係者や地
域の方々にも高い評価を頂いております。社会奉仕
関連におきましても交通安全対策や献血活動への
参加等行っています。今年度は新幹線出水駅東口広
場への桜の木植樹などの計画も計画されておりま
す。これらの事業を成功させるためにも会員同士の
親睦と相互理解が大切と考えております。時には炉
辺会合など行いながらクラブの雰囲気を盛り上げ
クラブの活性化に努めたいと思っています。
　どうぞ今年一年宜しくお願い致します。

阿久根ＲＣ
山平 裕治

　本年度、阿久根ロータリークラブの会長を仰せつ
かりました山平でございます。国際ロータリーの
テーマ並びにガバナーの方針に沿ったクラブ運営
を行って参りますので宜しくお願いします。
基本方針
　本年度の国際ロータリー会長は、米国アラバマ州
ジケータ RC 弁護士のマーク・ダニエル・マローニー
氏であります。彼はロータリーの目的は 1．職業上
高い倫理観を持ちロータリアン各自の職業を高潔
なものにする。2．一人一人が個人として職業や社
会生活において奉仕活動をする。3．知り合いを広
めることにより奉仕の機会とする。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。以上の目的と共
にロータリーを拡大し更に力強いロータリーを築
こうと述べ、会長テーマをロータリーは世界をつな
ぐと発表し、その為にロータリーを成長させる。2．
家族の重要性、3．組織の改革、4．国連との連携、
を述べロータリアン同士が手を取り合うのを促し
ています。阿久根 RC はこの事から 2019 〜 2020
年度の基本方針にしたいと考えます。槝之浦幹事と
精一杯頑張りますので、皆様のご協力を宜しくお願
いします。
年間計画重点目標
　　「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

姉妹クラブを作って下さい。
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　（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
して下さい。

　5 つの活動計画のうち 2・3・4 は当クラブは達
成しているので 1・5 を重点に活動をして行きたい
と考えます。喜島年度を盛り上げるべく精一杯、頑
張ってまいる所存でございますので一年間宜しく
おねがいします。

川内ＲＣ
橋口 知章

　「ROTARY CONNECTS THE WORLD：ロータリー
は世界をつなぐ」の国際ロータリーテーマの基、本
年度　川内ロータリークラブ第 66 代会長を拝命い
たしました橋口知章です。創立から 66 年目となり
ますが、川内クラブの歴史と伝統の重みを感じなが
ら、また歴代の会長や先輩方が築いてこられた川内
クラブのロータリーの心を次世代へ継承できるよ
う微力ではありますが尽力してまいりたいと考え
ております。
　本年度は、2730 地区の目標「クラブの活性化に
努めよう」川内クラブの目標「親睦と融和のロータ
リー」を基本方針に、研修で学び実践につなげ、さ
らにロータリーの理解を深めてまいりたいと思い
ます。
　重点目標としまして
　　１ 、職業奉仕の基本である四つのテスト理解

し、自己の職業の向上に努める。
　　２ 、活気ある明るく楽しい例会を心がけ、出席

率向上に努める。
　　３ 、会員間の親睦と融和を深めながら、諸事業

への理解・協力を図る。
　　４、会員の純増 3 名を目指し、会員増強を図る。
以上の目標を中心に、会員からの意見をいただきな
がらクラブの運営を行っていきたいと思います。地
区をはじめ、クラブ役員、委員長、会員他関係の皆
様のご指導ご協力をよろしくお願い申し上げます。

薩摩川内ＲＣ
永留 博文

　今年は、薩摩川内ロータリークラブ発足 40 周年
を迎える、記念する年です。全会員と共に、この
喜びを分かち合い、さらに会員の強い絆を深めて行
き、クラブの活性化に努めたいと思います。
　2019 − 2020 年度国際ロータリー会長マーク・
ダニエル・マローニー氏は、「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いきましょうと、唱
えています。
　○「ロータリーを成長させる」
　○「家族の重要性」
　○「組織の改革」
　○「国連との提携」
　○ 中核的価値観　〈親睦・高潔性・多様性・奉仕〉

の継続
　以上のテーマを遂行する為に実際にどう動くか !
　また、喜島健一郎ガバナーは「クラブの活性化に
努めよう」を地区の目標と掲げられ 5 つの地区計
画を打ち出されました。その中で当クラブは下記の
3 項目を重点に取り組んで行きたいと思います。
　○ 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
　○ 女性会員が 10% 未満のクラブは 10% 以上に増

強しよう
　○ 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
　変わりゆく時代に沿うように、クラブを取り巻く
環境の変化や IT などを活用した、クラブ運営など
時代と共に変化し、既存にとらわれず改革を進めて
行きたいと思います。
　今年度のテーマや地区のスローガンを理解し、推
進すると共に当クラブとしては 40 周年を契機に今
一度会員の拡大、クラブの基本的な活動、例会時の
プログラムの充実を図っていきたいと思います。

〈重点事項〉
　○ 参加したくなる様な例会の実施
　○  40 周年に係る記念事業等
　○ 親睦活動の充実
　○ 会員増強
　○ 戦略計画委員会の継続
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串木野ＲＣ
長﨑 勝文

　本年度マーク・ダニエル・マローニー RI 会長は
テーマを「ロータリーは世界をつなぐ」と掲げられ
ました。ロータリーの礎は「つながり」で、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いきま
しょうと分かりやすい言葉でメッセージがだされ
てます。また、喜島ガバナーは地区の目標を「クラ
ブの活性化に努めよう」とされ、その為の 5 つの
活動計画の内、クラブにあったものを取り組むよう
にと言われましたので、当クラブは、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。を重点的に取
り組み、RI 会長、ガバナーのテーマ目標を全会員
で実行していきたいと思います。
　継続事業の青少年奉仕事業、ポリオ撲滅の為の事
業、地域活動参加事業など従来行っている活動を更
に発展させ、地域社会のニーズに合った事業にして
いきます。

　１ ．会員増強：会員上積みを図り、組織力の強化
を目指す。

　２ ．例会充実：会員が参加してよかったと思える
ような例会を開催し、出席率の向上に努める

　３ ．親睦の充実：事業や親睦会に会員ばかりでな
く第一の理解者でもある家族も招いて交流を
図る

　４ ．地域へのアピール：青少年育成や地域活動に
積極的に参加、援助し、クラブの知名度および
イメージアップを図る。

　５ ．ロータリー財団、米山奨学会、ポリオ撲滅へ
の協力

宮之城ＲＣ
坂口 茂樹

　それぞれの場所に於いて優秀な人格を兼ね備え、
それぞれの職場に於いて特段に必要とされた方々
が集い結成された組織、それがロータリーの原点で
はないでしょうか。今自分がこの場所にいる事を許
され、ありがたくも明日の食事の心配をすることな
く自由な意思でロータリアンとしての活動ができ
ていることは大変ラッキーな素晴らしい事だと思
います。しかしながら、ややもすると自分が社会に
助けられ支えられて現在があることを忘れがちで
あることも現実ではないでしょうか。そうしたとき
に、気づき反省して感謝を表す方法は何があるで
しょうか。
　ロータリアンとしての基本は奉仕です。職業を通
じて社会に奉仕するというものです。そこを忘れて
はいないでしょうか、そこを認識していなくとも自
然と社会へ奉仕できる場所を与えられているので
す。自らがロータリークラブを理解することこそ、
お伝えする我等の思いが通じるものと信じます。
選ばれつながった私達ロータリアンは全員がラッ
キーな人達なのですから。ラッキーを伝えましょ
う。
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大口ＲＣ
池田 　洋

　今回 2019 − 20 年度大口ロータリークラブの第
45 代会長就任にあたり非常に緊張しておりますが
会員の皆様の協力を得ながら 1 年間頑張っていく
所存です。
　当クラブは、会員数 25 名の少人数です。しかし
ながら非常に融和があり前年度は出席率も高いも
のでした（年間 91%）これからも会員相互の融和
を図り出席率の維持・向上と地域に密着した奉仕活
動に努めます。
　我々会員一同は喜島ガバナーの掲げられました
地区目標「クラブの活性化に努めよう」のスローガ
ンのもと地区計画の「童心と共に原点に帰り原点を
大切にして変化を受けれて目標に向かおう」に今年
一年間取り組んでまいります。
　ロータリークラブの原点は奉仕活動にあると考
え奉仕プロジェクトを前面に捉え職業奉仕・社会奉
仕・国際奉仕・青少年奉仕を重点項目として取り組
んでいきます。
　近年我々の地域においても外国人実習生等の住
人が増えております。彼らにとって住みよい街であ
るように交流の場を持ち、また一緒に奉仕活動を行
い相互の理解を深めて行ければ犯罪防止等にも繋
がると考えます。
　一年間どうぞよろしくお願い致します。

伊集院ＲＣ
黒岩 宣親

　当クラブでは 2020 年 4 月に、50 周年という大
きな行事があります。2019 〜 2020 年度のマーク・
ダニエル・マローニー RI 会長のテーマはクラブ活
性化に努めようとのことです。そこで、次の目標を

立てました。１．重点目標 50 周年行事を会員全員
で成功させる。２．マイロータリーの登録を会員全
員にしてもらう。３．女性会員をできれば 2 名以
上にする。４．できるだけ、会長の挨拶の時間を利
用して、ロータリー文庫から原点を学ぶ。５．面白
い会例会、夜間例会にするよう努める。ロータリー
クラブを地域に宣伝する。
　ロータリークラブを活性化するために、会員が
ロータリーをもう少し知り、地域に宣伝することを
主に掲げます。またみんなで何のために会員である
のかを、文献で勉強することを主にしていきたいと
思っています。

加世田ＲＣ
田村 直樹

　今年度の加世田ロータリークラブ会長を仰せつ
かりました田村直樹と申します。
　ロータリークラブには今年度で 5 年目になり、
職業分類はアウトーソーシング事業となります。
　訳も分からず入会して気づけば 5 年目になって
いましたが会長をする事になるとは思ってもいま
せんでした。入会当初は 5 名の会員数も気づけば
15 名になり会員全員で通年目標としている会員拡
大に一丸となって取組んできました。人数の少ない
クラブですので全事業を全員で取り組み会長幹事
も全員で支えて毎年度をメンバー全員でやってき
ています。
　当クラブはメンバー全員が会長であり幹事であ
り各委員長ではないかと思っております。
　まだまだ、駆け出しですので先輩メンバーにご指
導いただきながら日々勉強と思い、今年度会長職を
全うできるようにキバリたいと思います。
　弊社では社員との信頼関係が非常に重視する所
であります。ロータリーで学んだ職業奉仕の倫理を
十分に生かせる職場だと思い、事業としても、ロー
タリアンとしても成長していけるように取り組ん
で行きたいと思います。
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枕崎ＲＣ
森　 秀俊

　この度 2019 − 2020 年度第 47 代会長を仰せつ
かりました森 秀俊です。
　入会 8 年目のまだまだ RC を学習中で、このよう
な大役を引き受けドキドキしながらまた身の引き
締まる思いであります。
　2019 − 20 年度　RI 会長のテーマは「ロータリー
は世界をつなぐ」です。また 2730 地区の目標は「ク
ラブの活性化に努めよう」です。
　そのためには、クラブの原点である各例会への参
加を促し、出席率向上に努め、各例会のなかで親睦
をはかることが大事なのではないかと思います。ク
ラブ内の親睦をはかり、友情を深めることで、会員
相互が委員会活動を通し、協力し合えるクラブにし
たいと思います。またその親睦、友情をクラブ内か
らクラブ外へ発信し横へのつながり、地域へのつな
がりにつなげていけるようにします。毎年行ってい
る地域への活動にも積極的に参加し、ロータリーの
存在を広く地域の方々に発信し、会員の増強にも努
めてまいります。
　平成から令和へ、新しい時代への幕開けです。ド
キドキするスタートがワクワクする活動へつなが
り、クラブ内のつながり、クラブを超えたつながり、
地域とのつながりへとなるように活動してまいり
ます。
　一歩一歩着実に前進するロータリーを目指し、会
長自身が一年間学習しつつ、取り組んで参りますの
で、皆様の御協力をよろしくお願いします。

頴娃ＲＣ
永谷 純治

　2019 〜 2020 年度頴娃クラブ会長を仰せつかり
ました永谷純治です。
　喜島ガバナーは、本年度の目標を「クラブの活性
化に努めよう」と掲げました。会員減少また新会員
の加入の低さは、特に地方部のクラブにおいては切
実な課題かと思われます。その事柄を悲観していて
も地方部のロータリークラブには明るい未来はみ
えてこないと思います。
　クラブの会長として明るい雰囲気を醸し出すク
ラブ作りのために、皆様の意見や指導を賜りながら
又四つのテストに照らし合わせながら、クラブの活
性化に邁進していく所存でございます。一年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

指宿ＲＣ
竹﨑 拓也

　この度、2019 − 2020 年度の指宿ロータリーク
ラブの会長を努めさせて頂くことになりました竹
﨑拓也です。ロータリーに入会しまして、まだ 5
年目で、ロータリーのことをまだまだ勉強中ではあ
りますが、1 年間、第 56 代会長として誠心誠意、
頑張りたいと思います。
　2019 − 2020 年度の RI 会長　マーク・ダニエル・
マローニー氏のテーマ「ロータリーは世界をつな
ぐ」を念頭に置き、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
起こすための繋がりを築いて行ける様に頑張って
参ります。
また、喜島ガバナーのテーマ「クラブの活性化に努
めよう」を目標に指宿ロータリークラブでは「意義
ある事業を基礎とし奉仕の理念を推奨し、これを育
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むことにある」このロータリーの目的を深く考え、
ロータリーとは職業奉仕であり、職業奉仕とはサー
ビスであり、サービスとは思いやりの心を持って相
手のために一生懸命尽くすことである。そして、笑
顔で心からロータリーを楽しめる活動が出来るよ
うにしてまいります。また、ベテラン会員の皆様の
知識と見識、歴史の背景を共有し共に未来を語れる
時間を大切にして参りたいと思います。1 年間、ご
指導、ご鞭撻の程宜しく御願い致します。

霧島ＲＣ
中西 一男

　本年度、霧島ロータリークラブの会長を引き受け
ることになりました。2003 〜 2004 年度、2014
〜 2015 年度に引き続き 3 度目になります。
　当クラブは会員も少なく、存続させるためには誰
かがやらねば ! そんな思いで引き受けました。会員
数の多い他クラブに比べたら大変名誉なことなの
で、大庭幹事と二人三脚で精一杯頑張ります。
　さて、当年度の RI 会長マーク・ダニエル・マロー
ニー（米）の掲げられたロータリーのテーマは、

「ロータリーは世界をつなぐ」ROTARY CONNECTS 
THE WORLD という大変わかりやすく、シンプルな
ものです。また、第 2730 地区喜島健一郎ガバナー
が掲げられた目標は、「クラブの活性化に努めよう」
ですので、これらのことをベースにして当クラブ会
員一丸となって取組んでいきます。
　近年、当クラブもマンネリ化が進み以前のような
活性化が少しずつ失われているように思えてなり
ません。特に危惧しているのは例会日や研修等への
出席率低下です。
　そこで、クラブの活性化を進めるために、当年度
の霧島ロータリークラブの目標は、
　１ ．出席率の向上・・・仕事の次にロータリーク

ラブへの出席を優先する。
　２ ．地域への奉仕・・・学校などへ出向き、ロー

タリークラブの取組みを紹介する。
　３ ．会員の増強・・・男性・女性問わず、会員を

3 名増やす。
　以上 3 つを目標に掲げて取組んでいきますが、
何しろ少数の当クラブなので第 2730 地区ガバナー
の示された 5 つの活動計画の総てを達成すること
は難しいですが、基本的には〝楽しいロータリーク
ラブ〟をモットーに、ロータリーの礎である「つな
がり」を大事にして取組んでまいります。

国分ＲＣ
鳥丸 秀樹

　この度、第 44 代目国分ロータリークラブ（以後
　国分 RC）会長職を拝命いたしました鳥丸秀樹で
す。まずは、1 年間、力足らずの点もございますが、
宜しくお願い致します。
　今年度の喜島カバナーは、「クラブの活性化につ
とめよう」という地区目標を掲げました。
　私が思う「クラブの活性化」とは、一人一人がロー
タリーアンとしての何ができるか考え、行動しクラ
ブを活性化して行くためには、新しい発想や見方が
必要ではないかと感じます。一人一人が自主的な活
動ができる状況や立場を考え、クラブの PR になる
ように活動することが、最終的には会員の増強や会
員一人一人の質の向上に繋がり、ロータリークラブ
全体の将来の発展につながると考えます。
　それを踏まえて、今年度の本クラブのスローガン
は、「不易流行」という 4 文字熟語に致しました。
　意味は、〝いつまでも変化しない本質的なものを
忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも
取り入れていくこと。〟という意味です。
　一年という短い期間では、この言葉のようにクラ
ブに新しい風を吹き込むところまでは、難しいかも
しれませんが、次年度に受け継がれる魅力あるクラ
ブづくりを目指し、この年度を活性化して行きたい
と存じます。
　具体的には、新しい事業といたしまして、少子化
による当アクトクラブの会員の減少が国分 RC でも
問題点となっており、アクトクラブとの連携による
アクト会員増強のプランを立ち上げ、今後実行して
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いきたいと存じます。
　国分 RC の会員増強活動と並行して実施致します
が、目的としてアクトクラブの底上げが、将来会員
の増強や育成に繋がることであり、重点課題として
取り組んでいきたいと存じます。
　最後に、地域の奉仕活動や行事に積極的に参加
し、また将来的にグローバル補助金の活用を通じて
国分 RC を PR し、このクラブに入会したいと思う
ような魅力あるクラブづくりを会員と共に実行し、
活性化に努めていきます。

国分中央ＲＣ
中村 和博

　この度、当会の会長を仰せつかりました中村和博
です。また、今年度の幹事で、私を支えていただく
こととなりました有村幸光共々よろしくお願い致
します。就任に当たり、ご挨拶を申し上げます。
　今、わが国の経済情勢は、上り調子とされていま
す。しかし株価だけが良いとも言われており、必ず
しも実需に繋がっていないともされています。現在
の好況感を確かなものに出来るかどうかがこれか
らの課題の一つになってくるでしょう。この勢いを
更に押し上げるようにし、本物の成長へとつながる
よう、当会、会員企業様はより努力が必要になって
きそうです。
　さて、2019 − 20 年度のクラブテーマを『チャ
レンジしよう』と致しました。クラブが常に成長し
続け、魅力的であるよう様々な事へチャレンジし、

「活動目標・計画」に沿ってクラブ運営を致します。
　また、当クラブの一番と言っていい課題に会員増
強があります。現在、当クラブの会員数は 26 名で
すが、会員間の絆はとても強いものがあります。し
かしながら、なかなか増強が進展しない現状があ
り、事業や運営費等、現状は個々に背負う負担が大
きいことは否めません。負担軽減や、未来のクラブ
運営を適正にしていくためにも、会員増強等を全会
員一丸となって推進していきたいと思います。皆様
方のご協力を是非お願い致します。

加治木ＲＣ
岩澤 浩二

　今年度、加治木 RC53 代目会長として務めさせて
戴く事になりました。当 RC では初めての 2 回目の
会長就任になりますが、以前務めた時の様に、新鮮
な気持ちで用意周到に事前学習後、原稿を作成し例
会での会長の時間を努める事が出来るかとても疑
問の中に始まりました。改めて会長と言う肩書きに
はそれ相当の責任が生じます。そこで前回から年数
が経った中には体験した有意義な情報も含まれて
います。私に出来る事は、これらを精一杯伝え行動
することで 2 回目の責務に臨んでいます。理解の
ある温かい会員に恵まれ皆で当クラブの維持と向
上を目指していければと決心しました。
　限られた時間の中で地区の方針やグループとの
和を保ちながら過ごせられたらと思います。会長が
終わる時には悔いが残らないことが一番の理想で
す。よろしくお願いします。

始良ＲＣ
愛下 　一

　今回第 27 代目（2 回目）の会長を引き受ける事
に成りました、一年間宜しくお願い致します。我ク
ラブも設立されてすでに 26 年が過ぎました。弱小
クラブですが、時の経つのも早いものだと感じてい
ます。
　姶良クラブの目標は、会員ロータリアンが一年間
病気も怪我もしないで、健やかに過ごすことを目標
とします。一年を過ごす間に一人でも二人でも会員
が増えるようなことになれば良いと思います。
　姶良クラブの事業である、県立蒲生高校の講演
会・献血活動を確実に実施し、クラブの毎月恒例の
夜の例会及び家族例会の充実を図り、クラブ内に
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ある 3 つの同好会の活発な活動を応援します。錦
江湾クリーンアップ作戦への会員の参加促進。クラ
ブで 2 年前から地域の公園に植樹しています。今
年は、初めて財団補助金を利用して例年より本数を
多く植える計画です。姶良クラブの一番の良さであ
る、会員同志の親睦と結束を大事にしてクラブの活
性化に努めます。

鹿屋ＲＣ
遠矢 　治

　鹿屋ロータリークラブ第 62 代会長に就任いたし
ました、遠矢治と申します。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
　2019 − 20 年 度 RI 会 長 の テ ー マ は「Rotary 
Conneccts The World　ロータリーは世界をつなぐ」
です。また、第 2730 地区の今年度の理念は「クラ
ブの活性化に努めよう」です。
　これらの言葉を念頭に置き、〝変化をするロータ
リー〟、〝みんなで動くロータリー〟、〝世界に目を向
けるロータリー〟を目指し、全会員で奉仕するロー
タリークラブを目指します。
本年度計画といたしましては
　１ 、グローバル補助金の活用事業である、インド

ネシアへのトイレ設置を進める
　２、出席率アップによる楽しい例会を進める
　３ 、地区補助金による事業である、エクアドルへ

剣道防具を贈呈する事業を進める
　４ 、長期戦略計画による 3 年目の会員増強とし、

純増 3 名を目指す
　５ 、新しい試みを入れた例会を行う。（浴衣例会、

サポート例会など）
　1 年間、有意義で楽しいクラブ作りを目指して参
ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

串良ＲＣ
鮫島 太郎

　2019 〜 2020 年度串良ロータリークラブ会長を
仰せつかりました鮫島です。ロータリー歴は９年で
す。我々串良ロータリーブ、昨年度創立 50 周年を
迎え、4 月 13 日に創立 50 周年祈念式典を行いま
した。2730 地区の皆様からたくさんのお祝いの言
葉、多大なるご協力を頂きましたこと心より感謝申
し上げます。
　50 年という歴史ある串良ロータリークラブの会
長という重責が果たせるかどうか不安ばかりの毎
日でございます。４年前から決まっていたことに対
して弱音ばかりはいてはしょうがありませんので、
また 1 からロータリーを学ぶ機会を頂いたと思い、
１年間努力していこうと思います。
　私は今年で３５歳になります。串良クラブの歴代
の会長では最年少です。おそらく今年度 2730 地区
でも最も若い会長だと思います。私の周りの人から
もよく「若いのにロータリーの会長をするなんてす
ごいね」と言われますが、私はまだ会長という職を
勤めきれたわけではありません。この先まだまだ長
い道のりでございます。来年の 7 月次年度会長に
うまくバトンタッチできた時に初めて「串良クラブ
歴代最年少の会長は私です。」というつもりです。
　最後に 2730 地区のロータリアンの皆様、鹿屋市
や近くに来る機会がございましたら、ぜひ串良ロー
タリークラブの例会へ遊びに来てください。会員一
同心よりお待ちしております。
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鹿屋西ＲＣ
内田 秀行

　2019 〜 2020 年度鹿屋西ロータリークラブ第
43 代会長を仰せつかりました内田秀行です。ロー
タリーについて知識不足、経験不足で、その責務の
重さを痛感しています。本年度 RI 会長テーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」です。①ロータリーを成長
させる。②家族の重要性。③組織の改革。④国連と
の連携を説いています。これを受けて喜島健一郎ガ
バナーは地区目標「クラブの活性化に努めよう」を
掲げられました。当クラブは令和元年でもあり楽し
く、調和の取れたクラブにしたいと思います。親睦
を深めるよう努力します。次年度当クラブより風呂
井ガバナーが皆様のクラブにお世話になります。現
在会員一同頑張っています。ご協力の程宜しくお願
いします。

￥

志布志ＲＣ
吉村 望和

　本年度、志布志ロータリークラブの会長を仰せつ
かりました吉村望和です。
　第 40 代という節目の年度に会長を務めることと
なり、改めてその責任の重大さを感じています。
　志布志ロータリークラブ（以下、志布志 RC）は、
1981 年（昭和 56 年）1 月 6 日、串良ロータリー
クラブをスポンサークラブとして設立されました。
この間、地域への貢献活動としては、尚志館高校イ
ンターアクトクラブやソフトボール大会、メダカの
学校野外活動を通した青少年の育成や、お釈迦祭り
をはじめとした地域の各まつりや行事への参加、薬
物乱用防止キャンペーン「ダメ。ゼッタイ。運動」
や、「交通安全 1000 人立哨パレード」への協力など、
幅広い活動を続けています。

　また、2016 年の熊本地震の際には、避難所を
訪問し炊出し支援や救援物資の運搬などのボラン
ティア活動をおこなってきました。
　今年度の RI 会長であるマーク・ダニエル・マロー
ニー氏が掲げたテーマは、「ロータリーは世界をつ
なぐ」です。
　マローニー氏は、国際協議会において次のように
述べております。
　『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。』
　そして、今年度、国際ロータリー第 2730 地区ガ
バナーである喜島健一郎氏が掲げた地区テーマは、

「クラブの活性化に努めよう」です。
　私は、これを受けまして今年度の活動テーマを

「つながろう。楽しもう。〜楽しくなければロータ
リーじゃない〜」とし、1 年間会員の皆さんと活動
をしていきたいと思います。
　創立 40 年の節目の年度を迎え、これまでの活動
の歴史を振り返り、刻々と変化する社会に対応しな
がら、志布志 RC と地域がより密接につながってい
けるように、何ができるかを考え、会員の皆様とと
もにチャレンジしてまいりたいと存じます。
　私たちは奉仕活動を通して、地域社会とより広
く、深いつながりを持ちながら、地域の様々な人々
にロータリーの魅力を感じてもらう使命がありま
す。
　そして、同じ価値観を共有し、より良い地域社会
を築くために行動したいと願う私たち、またロータ
リーがなければ出会うことがなかった私たちが、私
たちの支援を必要とする人々とつながり、地域社会
を明るく活性化していく事が私たち志布志 RC の最
大の使命であると考えます。
　そのためにはまず、私達ロータリアンが真にロー
タリーライフを楽しむ事が肝要であります。
　会員の皆さんの人生がより輝けるよう、そしてそ
のためのツールがロータリーであれるように、会長
としてクラブ運営のすべてにおいてリーダーシッ
プを発揮して参る所存です。
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　それを具体的な行動に移すために、5 つの活動方
針を掲げます。
　１ 　40 周年記念事業をとおして地域とのつなが

り、会員間の友情を深めます !
　２　家族例会もしくは家庭集会を毎月行います !
　３ 　地域の様々な行事や、他団体の事業活動に積

極的に参加します !
　４ 　ボランティア活動を行い地域の人たちのつ

ながりを深めます !
　５　会員増強を図ります !（今年度目標 25 名）
　どこまでできるかわかりません。もとより微力で
ありますが、精一杯務めさせていただきます。志布
志 RC を 1 年間、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

かのや東ＲＣ
森　 健一

　2019 〜 2020 年度かのや東ロータリークラブの
会長を仰せつかりました森健一です。
　2019 〜 2020 年度マーク・ダニエル・マローニー
RI 会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」です。
　ロータリーのビジョンとして、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めざしていますと書かれて
あります。
　それを受けて RI2730 地区喜島健一郎ガバナーの
スローガンは、「クラブの活性化に努めよう」
となっています。
　1 ・童心と共に原点に帰り原点を大切にして変化

を受け入れ目標にしよう
　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

妹クラブを作ろう
　5 ・5 年間グローバル補助金を使用してないクラ

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よう

　上記の 5 つの目標が掲げてありますので、その
中から自クラブが出来る項目を実践出来るようク
ラブ活性化につとめて行きたいと考えております。
活動計画は、下記のようにまとめました。
1） 2020 〜 2021 年度地区研修・協議会準備委員

会を立ち上げる
2） 国内の姉妹クラブを作る為に、委員会を立ち上

げる。
3）会員増強 5 名（女性会員含む）達成する
4）バナーのリニューアルをする。
5）創立 35 周年準備委員会を立ち上げる。
会員の協力をいただき達成に努めます。

きもつきＲＣ
坂元 祐次

　この度、きもつきローターリークラブの会長を拝
命する事になり、身に余る光栄とともに、その責務
の重大さを　痛感し身の引き締まるおもいです。
　私はまだ入会して経験も浅く分からないことだ
らけです。何かとご心配、ご迷惑をお掛けすること
もあろうとおもいますが、諸先輩方の御指導、会員
の皆様方の友情、支援、御協力をいただきながら、
藤崎徹幹事・吉松佑哉ＳＡＡと共に一年間クラブの
運営に頑張っていきたいと思いますので宜しくお
願いいたします。
　今年度のＲＩ会長（マーク・ダニエル・マロー
ニー）は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマに
　①　ロータリーを成長させる
　②　家族の重要性
　③　組織の改革
　④　国連の連携
以上のテーマを受けて、地区の目標を「クラブの活
性化に努めよう」とされました。そして、地区計画
として
　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。
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　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。

　今年度はロータリーの皆様とその家族の方々と
もより一層の絆を深め、それぞれの活動に取り組ん
で参りたいと思います。皆さまのご協力、ご指導を
宜しくお願いいたします。

南九州大崎ＲＣ
川崎 　修

楽しい例会・会員相互の親睦を深める
　令和元年という新しい年度に会長に就任致しま
した。川﨑修です。
　ロータリーに入会し 11 年目を過ぎ 12 年目で会
長の大役を引き受けさせて頂きましたが、この 11
年ロータリアンとして何を学んでいたのだろうと
思うことが有ります。ただ素晴らしい友が多くでき
自分の社会に対する世界観が変わったよう思いま
す。
　単に会員増強するだけでなく、何かを学びたい
人・何かを学んでもらいたい人に多く集い親睦を深
めて頂きたいと思っています。
　RI のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」を基
本に
中核的価値観
　　①親睦（人類に奉仕）
　　②高潔性（倫理観と高い職業水準）
　　③多様性（地域の専門家の集まり）
　　④奉仕（クラブの活動）
　　⑤リーダーシップ（世界的指導性）
の基本に時代が変化しても変えてはいけないこと

共に柔軟性を持ちながら、地区目標「クラブの活性
化に努めよう」に向かって幹事の三浦君と、会員相
互の親睦を深め各委員会の協力を頂きながらクラ
ブの運営がスムーズに稼働できますよう、会員の皆
さまのご支援とご協力を宜しくお願いします。

志布志みなとＲＣ
濵﨑 喜與志

　昨年度創立 20 周年を迎え、そして、次のステー
ジへステップアップする一歩目に会長に
　就任するというのは、身に余る光栄を感じるとと
もに、重責に押しつぶされそうになる自分を感じて
います。
　当クラブは地域の次世代を担う子どもたちに向
けたメダカの学校、志布志みなとロータリークラブ
旗少年サッカー大会をはじめ、薬物濫用防止キャン
ペーン、交通安全立哨、お釈迦祭りなど地域のイベ
ントへの協力など様々な地域密着型の活動を行っ
ています。
　引き続きそういった活動を充実させていき、地域
社会の期待にも十分に応えるとともに
　RI テーマである「ロータリーは世界をつなぐ」　
　地区テーマである「クラブの活性化に努めよう」
の実践を行えるクラブ作りを目指したいと思いま
す。
　1 年間微力ながら努めさせていただきますので、
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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鹿児島ＲＣ
山ノ内 文治

　この度、2019 − 2020 年度の第 68 代会長を務
めさせて頂くこととなりました。
　鹿児島 RC に 1999 年 2 月 11 日に入会以来、親
睦、財団と担当してまいりました。最初は何も分か
らず、先輩諸氏に質問ばかりしていましたが、今や
それが役に立っておりロータリー活動を楽しんで
おります。皆で考え良く理解して楽しいクラブ、ま
た金曜日の例会が待ち遠しくなるクラブ作りに励
みたいと思います。皆様のご協力ご鞭撻をよろしく
お願い致します。
　本年度マーク・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」をテーマの下、ロー
タリー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言われ、また 2730 地区喜
島ガバナーは地区スローガンを「クラブの活性化に
努めよう」と 5 項目の活動計画を定められました。
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越
えた恵まれない人々を支援する活動をして下さい。
という計画を掲げられました。これに取り組むこと
によってクラブの活性化に繋げようと思いますの
で、どうかよろしくお願い致します。
　また地区出向者のご活躍を期待し我々も支援し
ていきたいと思います。
　今年度のクラブ活動方針
　　１． 例会の出席率を高め会員同士が活発に交流

する楽しい例会作りに努める。
　　２．会員増強は全員で 70 名を達成する。
　　３． 委員会を活性化させ事業の充実を目指す。
　　４． 地区大会の行事、事業へ積極的に参加する。

鹿児島南ＲＣ
中村 佐知子

　鹿児島南ロータリークラブの会長に就任致しま
した中村佐知子です。昨年度当クラブは創立 60 周
年を迎え、多くの方々に御祝いして頂き、ありがと
うございました。ひとつの節目を越え、今後 100
年をめざしてがんばっていきたいと考えておりま
す。
　マーク・ダニエル・マローニー RI 会長のテーマ

「ROTARY CONNECTS THE WORLD（ ロータリーは
世界をつなぐ）」。ロータリーの礎は「つながり」と
いわれ、1 世紀以上たった今も息づいており、地区
目標である「クラブの活性化に努めよう」当クラブ
スローガンの「ロータリーで友達の輪を広げよう」
につながっていきます。
　当クラブの経年的な奉仕活動　①国際交流　②
児童虐待防止のための奉仕活動　③職業奉仕賞を
さらに継続し、他クラブ、他の団体との共同での活
動も視野に『つながり』を拡げていきたいと思いま
す。
　まずは 70 周年に向けて出発するこの 1 年。ゆっ
くり、穏やかに会員間のつながりを柱に進んでいき
たいと思います。今後とも皆様方のご指導をよろし
くお願い致します。
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鹿児島西ＲＣ
山之氏 秀行

　この度鹿児島西ロータリークラブの第 57 代目の
会長を拝命した山之氏秀行と申します。職業分類は
液化圧縮ガス配布となっております。ロータリー歴
は 13 年になります。
　鹿児島県で 1 番多い会員数 72 名でスタートしま
す。鹿児島西クラブの伝統と歴史をしっかりと受け
継ぎ、次の世代へ繋いでいきたいと思っておりま
す。
　3 年後は創立 60 周年を迎え、また同年度にガバ
ナーとして古木圭介会員を輩出します。長期戦略に
基づき展望委員会を開催し体制づくりをしていき
ます。
　ロータリーの目的に沿った活動はもちろんのこ
と、地域社会にも貢献して行きながら、この重責を
全うしていきます。
　我々の様々な奉仕活動を通して、特に地域社会へ
のロータリーの公共イメージと認知度を高めてい
ければと思っております。
　今年度の会長基本方針並びに計画を述べさせて
いただきます。
　「分かり易く、楽しいクラブを目指します」
　　1） 創立 60 周年事業に向けた体制作りをして

いきます。
　　2）ロータリー賞にチャレンジする。
　　3）会員増強を図り退会防止策を講じる。
　　4） 興味深く充実した例会を企画、実施する。

また、会員が楽しめる親睦行事を開く。
　　5） 系統クラブ拡大学習会も今回で 5 回目を

迎えます。講師には中村靖治 PG（吉川 RC）
をお迎えして開催します。

　　6） ニコニコボックスの投稿を推奨し増やして
いきます。

　　7）補助金の活用に努めます。
　　8）財団への寄付を推進して行きます。
　　9）RLI への参加を奨励します。
　 10） 各委員会の継続事業をさらに充実させてい

きます。

鹿児島東南ＲＣ
野井倉 洋豪

　この度、鹿児島東南ロータリークラブの会長を務
めます野井倉洋豪です。
　当クラブは今年度令和元年とともにクラブ創立
以来 51 年目の年となりました。当クラブも RI マー
ク・ダニエル・マローニー会長、第 2730 地区喜島
健一郎ガバナーの提唱されるテーマを中心に経年
的に持続しているクラブ活動である、
　職業奉仕（志学館大学学生の模擬面接会）
　社会奉仕（日赤・RAC 会員とともに献血啓発運動）
　青少年奉仕（長期青少年交換留学生受入派遣・
RAC の支援、地区委員）
　また、本年度新しく「新島へ行こう ! 謎解きクルー
ズ」を桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会と共催し
て親子小学生 5 年生以上 30 名の行事を予定してい
ます。
　姉妹クラブは、米国ブランディワインネーマンス
ロータリークラブ・台北グランドパークロータリー
クラブクラブとの交流。
　ロータリー財団は、一般寄付・恒久基金への協力。
　米山奨学会は、海外留学生の受入、寄付金の協力
等。
　さらに、今年度は会員増強委員会の設立等会員全
員で事業推進していこうと考えております。

鹿児島中央ＲＣ
坂元 直人

　本年度、鹿児島中央ロータリークラブの会長を務
めさせて頂きます坂元です。
　入会は平成 20 年 4 月 7 日で、今年で入会より
11 年が経過しました。
　まだまだ若輩者であり、クラブの皆様方のご指
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導・ご鞭撻を頂戴しながら、1 年間無事に会長職を
全うしたいと考えております。
　本年度の喜島ガバナーは、「クラブの活性化に努
めよう」という目標を掲げられておられ、この目標
達成の活動計画として、次の五つの活動計画を掲げ
られておられます。
　一番目が、童心と共に原点に返り原点を大切にし
て変化を受け入れ目標に向かおう。
　二番目が、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。
　三番目が、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。
　四番目が、姉妹クラブがないクラブは、国内か国
外に姉妹クラブを作って下さい。
　五番目が、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。
　我がクラブとしては、二番目の女性会員を 10%
以上に増強するというのを一番の目標に、本年度、
会員増強を中心的な課題として取り組んで行こう
と考えております。
　鹿児島中央ロータリークラブは発足以来、初の女
性幹事が今回誕生致します。
　ロータリークラブの持続的な発展のためには、今
後、女性会員が増え、女性が活躍する場を広げてい
くことが避けて通れない課題のように思います。
　私は、我がクラブ初の女性幹事である川路理幸さ
んと二人三脚でクラブ運営に取り組み、我がクラブ
の発展に少しでも寄与し、我がクラブに新しい風を
吹かせることができれば望外の喜びとなります。
　我がクラブの本年度のテーマは、皆さんのご意見
も伺いながら「クラブの歴史と伝統を継承しつつ、
新しい風を吹かせよう」に決めました。
　クラブの皆様方のご協力を頂きながら、クラブ
テーマに恥じない良い年度を作り上げて行きたい
と考えております。
　ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

鹿児島西南ＲＣ
月野 暎史

　この度、3 年振りに再度会長を務めさせて頂く事
になりました。
　来年 2 月創立 40 周年を迎えます。この節目の年
に会長の大役を仰せつかることになり責任の重さ
を痛感致しておりますが、クラブの歴史と伝統を受
け継ぎ、40 周年記念事業を、全会員で更なる発展
の為に努力して参ります。
　今年度、当クラブの指針は、地区の目標 [ クラブ
の活性化に努めよう ] を念頭に、奉仕と会員増強に
最重点をおいて、活気あるクラブ運営に取り組んで
いきたいと思っております。
　地域に密着した長年継続している、薬物乱用防止
の啓発活動・青少年健全育成事業、それにプロバス
クラブを提唱しておりますので、情報交換、福祉施
設への合同奉仕活動等も、さらに充実するよう頑張
りたいと思います。
　又、友好クラブとして、[ 西南の集い ] 全国の西
南の名前がつくロータリークラブとの交流にも、力
を入れたいと思っておりますので、皆様のご指導と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

鹿児島城西ＲＣ
時村 佳尚

　鹿児島城西ロータリークラブは 1986 年初代堀会
長小園幹事のもと発足して 34 年目になります。昭
和・平成そして 5 月には令和という新しい時代を
迎える事となりました。時代の節目に 34 代会長に
選んで頂いたことに重責を感じております。クラブ
のテーマは「令和、新しい時代を楽しもう」としま
した。元号が変わった時の期待と喜びを持ってクラ
ブ会員の皆様と共に令和という時代にふさわしい



16 2019-2020 Governor's Monthly Letter

会長就任挨拶

ロータリーとは何かを考えながら楽しんで活動し
たいと思っております。本年度は喜島ガバナーのも
と地区活動目標として「クラブの活性化に努めよ
う」とあります。5 つの活動計画の中の一つでも二
つでも達成出来るようにメンバーと共に議論し活
動し親睦を深めていく事でクラブが活性化してい
くことでしょう。
　1 年間ではありますがよろしくお願致します。

鹿児島東ＲＣ
木浦 　学

　元号も令和と変り、鹿児島東ロータリークラブも
新時代を見据えたクラブを目指していかなくては
なりません。新時代にクラブ会長を拝命したので鹿
児島東ロータリークラブの会員全員と新時代にふ
さわしいクラブ作りに邁進していきます。
　今年度の RI 会長テーマは「ロータリーは世界を
つなぐ」です。わかりやすいテーマではありますが、
世界を国の寄せ集めと見ると、国と国をつなげるだ
けと思ってしまいます。しかしロータリークラブに
求められているのは国境を超えて人と人をつなげ
ることであり、新時代にふさわしい多様性を受け入
れることだと思っております。
　当クラブも様々な奉仕活動を行っておりますが、
新時代の当クラブに求められているのは、過去と今
と将来をつなぐような奉仕活動であり、人と人をつ
なげるような行動だと思っております。新時代に向
けて、当クラブもさらなる多様性を受け入れ、昨年
より「一歩前へ」進んだ奉仕活動を行いたいと思い
ます。

鹿児島北ＲＣ
喜山 修三

　鹿児島北ロータリークラブは、今年度 31 年目を
迎えます。30 周年記念事業として、カンボジアに
井戸掘削ポンプの寄贈、鹿児島県交通被災者たすけ
あい協会に寄付、記念式典と祝賀会を開催しました
が、数名の方が退会されました。このような状況に
鑑み、私は次の四つの目標を掲げました。
　（1）少し無理をして、出席率をあげましょう。（2）
原点に帰り、ロータリーを学びましょう。（3）お
互いを知り合う機会を増やしましょう。（4）仲間
を増やしましょう。
　ロータリーの活動の原点は例会への出席だと考
えます。仕事をしながら、木曜日の 1 時間を捻出
するのは容易なことではないかも知れませんが、少
し無理をすれば可能ではないでしょうか。出席率を
高め、ロータリーを学び、お互いをもっと理解し、
仲間を増やして、楽しいロータリークラブにしたい
と考えます。

鹿児島サザンウインド
ＲＣ
濵田 一郎

　昨年度の当クラブは、地区ガバナーを輩出、もの
すごい勢いで前半を駆け抜けました。クラブメン
バーの結束力とすさまじい行動力を見ることがで
きました。後半は、脱力感が心配されましたが、会
長幹事のリーダーシップも素晴らしく、自クラブを
盛り上げようと個々の奉仕やアイデアで最後まで
充実した 1 年を楽しませてもらいました。
　また、これまでよりたくさんのロータリアンに出
会うことができました。その多くの方が、とても
ロータリーが好きで良く理解していて熱くロータ
リーを語っています。
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　ロータリーを好きなのはよく知っているから、好
きだから興味を持って更に詳しくなるのだな。
　そのようなことを考えているうちに「知っている
からこそ好きになる、もっとロータリーを学ぼう」
という一文が浮かび、クラブ史上最長（推定）のス
ローガンが決まりました。
　「ロータリーには 100 年分の知恵が詰まっている
んだよ、答えは必ずこの中にあるんだから」これは、
あるパストガバナーから何度も聞かされてきた言
葉です。
　本年度、それぞれが担当委員会の役割、活動一つ
一つ、その他にもロータリー関連の奉仕活動を行う
ときに「なぜそうなってるの ?」と疑問を持ち問い
直してみる事をお願いしました（何より自分向けで
はあるのですが）
　メンバー一人一人がロータリーの中の知恵を
引っ張り出してみる、
　少し知識が付いて興味を持って好きになる、そし
てもう少し知りたくなる、更に興味を持つ……メ
ンバー全員が今よりずっとロータリー好きになり、

「もっとクラブを成長させたい充実させたい」そう
思える 1 年にしたいと思います。

鹿児島令和ＲＣ
川原 嘉裕

　2019~2020 年度鹿児島令和ロータリークラブ会
長を仰せつかりました川原嘉裕です。当クラブは
2019 年（令和元年）5 月 1 日付けで国際ロータリー
より加盟認証され、RI 第 2730 地区 67 番目の新ク
ラブであります。創立会長という大役であります
が、精一杯努めさせていただく所存です。本クラブ
ではクラブテーマを「ロータリーを学ぼう！」とい
たしました。ロータリーに触れて日が浅い殆どの会
員にロータリーとは何か、何をする団体なのか等々
MY ROTARY を活用しながらクラブ内の勉強会や研
修会を作ることを今年度の柱とし、その基礎となる
例会の設え、運営に全力を注いでまいります。
　また、RLI セミナー等ロータリー研修への参加を

積極的に促し、そこからロータリーの理念、中核的
価値観を共有し、「標語」や「四つのテスト」に表
された基本的な考え方や行動規範を学びながら、会
員相互の親睦を図り職業奉仕へと繋げてまいりま
す。
　一年間ご支援ご協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

奄美ＲＣ
久保井 博彦

　この度、奄美ロータリークラブ 59 代目会長を拝
命いたしました久保井博彦です。
　今年度の奄美ロータリークラブの指針は「ロータ
リーを知り、共に歩む」としました。「ロータリー
は世界をつなぐ」と 2019 − 2020 年 RI 会長マーク・
ダニエル・マローニー氏は指針を発表。「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設立し
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。」と語っておられます。RI
国際研修で RI 会長は「国際研修に集まった方々と
友だちになってください」と呼びかけたそうです。
喜島ガバナーの本年度地区目標は「クラブの活性化
に努めよう」です。ロータリーの成長、家族重要性
を基に、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、目標に向かおうと決意を表明さ
れました。私も基本は「ロータリーを知り、共に歩
む」ことだと思います。RI の新しい戦略計画を受
け入れながらクラブ内の絆を深め、友好と信頼に基
づく奉仕の理念を継続し、つなげていきたいと思い
ます。出席こそ奉仕である。この言葉は頷けます。
まず、全会員で魅力あるクラブ例会を実現できるよ
う努めてまいります。個人的ですが、学生時代の恩
師の「周りを友とし学べ」・「地元の事を知らなけれ
ばいけない。この基本と思え」との教えが常にあり、
ロータリーの理念と重なっています。奄美の宝であ
る青少年に奄美の文化、歴史、自然（動植物）を知っ
てもらう環境作りへの取り組み。青少年の創造性を
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育む、芸術、音楽、美術への活動支援。9 年目とな
る礼儀や思いやり、心身を鍛え育むキッズサッカー
大会の充実。奄美 3 クラブの共同奉仕活動、ロー
タリー公園清掃、さくら公園、ロータリーデー計画、
RLI 研修セミナー参加等、活性化へ努めてまいりま
す。

奄美中央ＲＣ
萩原 悦子

　41 代目の会長に就任いたしました萩原悦子でご
ざいます。
　私は 2012 年 10 月に入会いたしました。ロータ
リー歴が浅いので大変有難い機会と捉え、勉強させ
ていただきます。改めまして、会長としての責務を
感じ身が引き締まる思いでございます。
　59 名の会員のうち女性会員が 10 名で若い会員
も増え活気あふれる明るいクラブが自慢です。
　喜島ガバナーの『クラブの活性化に努めよう』の
目標に向かって私たちは女性会員を 20% に増強す
ることに決めました。
　また、前年度創立 40 周年を迎えまして、今年度
は 50 周年に向けての第一歩を踏み出す新たなる年
度になりますので
　会員の皆様のお力添えを頂きまして学ぶ心と熱
意を持って精一杯努力して 1 年間感謝を込めてつ
とめさせていただきます。
　私の指針は『奉仕を通して笑顔になろう !』を掲
げまして、会長就任のご挨拶とさせて頂きます。

奄美瀬戸内ＲＣ
向野 　忍

　この度、2019 〜 2020 年度奄美瀬戸内ロータリー
クラブ第 28 代会長に就任させて頂く事になりまし
た向野忍です。3 回目の会長就任ですが、責任の重
さに改めて身の引き締まる思いです。
　今年度のクラブ指針は「原点に戻り、持続可能な、
魅力あるクラブへ」です。まず原点に戻り、ロータ
リーを学び、理解し、ロータリー活動を楽しむこと
で会員、そして会員家族等との親睦を深め、一人で
も多くの仲間・会員を増やし、喜びと感動が共に実
感できる、持続可能な、魅力あるクラブを目指しま
す。
　例年通り、港祭り舟漕ぎ大会、NPO 法人「セイ
ラビリティ奄美」と共催で障がい者と子ども達のた
めのヨットレースを予定していますが、新たに世界
自然遺産登録を目指し、外来植物駆除等の新たな取
り組みを計画します。
　ロータリーの魅力を参加者に知って貰い、地域の
活性化に繋げられたらと思います。

延岡ＲＣ
井上 　透

　2019 年− 2020 年度　延岡 RC 第 66 代会長を
仰せつかりました井上　透です。
　平成 14 年 2 月に入会させていただき、17 年に
なりました。
　RC ではガバナ−事務局、副会長、副幹事、SAA
等経験させていただきましが 3 月 23 日、PETS（会
長エレクトセミナ−）に参加して、勉強不足、責務
の重さを痛感しております。
　新しい年号、令和のスタ−ト、東京ロ−タリ−（日
本ロ−タリ−）100 周年の年であります。
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2019 年− 2020 年度国際 RC マ−ク・ダニエル・
マローニー会長（RC は世界をつなぐ）、ガハナ−喜
島健一郎様の地区目標は（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
標に向かう
２）女性会員を 10% 以上に増強しよう

ロ−タリ−クラブの目的（PURPOSE OF A ROTRY 
CLUB）
　本クラブの目的は、ロ−タリ−の目的の達成をめ
ざし、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プ
ロジエクトを実施して、会員増強を通じロ−タリ−
の発展に寄与し、ロ−タリ−財団を支援し、クラブ
レベルを超えたリ−ダ−を育成することである。

　ロ−タリ−クラブの目的に四つのテスト
１）真実かどうか
２）みなんに公平か
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
ロ−タリ−クラブの目的、四つのテストを記載させ
て頂きました。

　会員の皆様の入会時のロ−タリ−クラブのイ
メージ、時代と共に価値観の変化
変えなければならないもの、変えてはならないもの
私の好きな言葉に（不易流行）（温故知新）（一期一
会）が有ります。
　延岡ロータリ−クラブの会員の皆様と伝統を守
りながら、変化を取り入れて行く所存でございま
す。
　2019 年規定審議会が 4 月 14 日から 18 日に開
催され、（欠席のメ−クアップ規定を同年度以内）

（クラブ構成を改正し職業分類の制度を廃止する
件）クラブの考え方（クラブ細則に委ねる）特別委
員を設置して行く所存でございます。

　ロータリ−クラブの基本は例会に出席すること
で例会に参加して会員交流を図り、気軽に話が出来
る、メンバ−を多く作りロ−タリ−、ライフを楽し
んでください。

　延岡 RC 本年度のクラブ方針として次の項目を揚

げさせて頂きます。
１．会員拡大と維持　目標 80 名
２．クラブ内の親睦会の実施
３． クラブ内、各種行事、地区主催の大会、セミナー、

RLI の積極的参加
４．ポリオ撲滅への支援、100 万ドル食事の実施
５．財団、米山記念の寄付
６．クラブ委員会の積極的な活動支援
７．100% 例会の実施
８．国際大会の積極的な参加
　一年間のご支援、ご協力を賜りますようによろし
くお願い申し上げます。

延岡東ＲＣ
新田 哲史

　2019 年〜 2020 年度の会長指名をいただき、伝
統ある延岡東ロータリークラブの会長を拝命いた
しました新田哲史（にったてつふみ）と申します。
第 54 代会長に就任するにあたりましてご挨拶申し
上げます。
　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」を会長テーマとして、私達
は、ロータリーで個々の違いを越え、深く、意義あ
る形でお互いにつながることが出来ると述べてお
られます。そして、順番は前後しますが、
　　１ ．職業上の高い倫理観を持つことによって、

ロータリアン各自の職業の高潔化を図る。
　　２ ．ロータリアン一人一人が個人として職業上

そして社会生活上の奉仕活動を務め奉仕の
理念を実践する。

　　３ ．知り合いを広める事によって奉仕の機会と
する。

　　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。

　この 4 つの「ロータリーの目的」を特に強調さ
れております。では、ロータリーを世界につなぐた
めにはどうすれば良いか、そのためには、ロータ
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リーを成長させる。家族の重要性。そして組織の
改革。最後に国連との連携を進めて行く。これら 4
項目によって、このテーマを進めることが出来ると
述べておられます。
　そこで、喜島健一郎ガバナーは、ロータリーを成
長させるために、地区の目標を「クラブの活性化に
努めよう」とされ、そのために 5 つの計画を立て
ました。私は、その中の 1 及び 2 を延岡東ロータリー
クラブの目標に掲げました。
　　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% 以上に増強しよう。
　特に「童心」とは私たちが入会した時を思い出す
という事です。ロータリーバッジを胸に付けてもら
い、決意を持って入会した時の気持ち、初心を今一
度、思い出しましょう。そして「原点」とは「ロー
タリーの目的」です。時代の変化を受け入れながら
も、原点であるロータリーの目的を大切にして、本
年度のクラブ目標を達成するために、クラブ会員と
ともに協力し合い〝クラブ活性化〟を目指して参り
たいと思っております。
　一年間、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたしま
す。

延岡中央ＲＣ
藤原 荘一郎

　この度、延岡中央ロータリークラブ会長を任命さ
せて頂きました藤原です。
　私は、クラブテーマを「ロータリー活動を楽しも
う」というテーマを掲げさせて頂きました。
　これは、ロータリー活動を楽しく、やりがいを
持って活動する事で、地域や社会に対しても、大き
な影響を与えると共に、退会防止、会員増強に繋が
ります。
　では、ロータリー活動を楽しく、やりがいのある
ものにする為には、クラブとして、どのように取り
組んでいけばよいのでしょうか。

　そのための活動計画としまして、
１．ロータリーを理解する。
　 　特に入会して 3 年未満の方が、出来るだけ早

く、少しずつでもロータリーを理解していくこと
が重要だと思います。そのために、会長の時間に

「ロータリーの友」や「ロータリーの歴史に学ぶ」
などを活用して、ロータリーについて学ぶ。

２ ．入会 3 年未満の会員を始め、出来るだけ多く
の会員が「RLI」を卒業する。

　 　例会を充実させる。
　 　週に 1 度の例会が、それぞれの会員にとって

楽しく実りのある例会になる事で、出席率の向
上、退会防止、会員増強に必ず繋がります。

　 　その為にも、
　　・ 委員会報告で各委員会の活動をこれまで以

上に細目に報告する事で、会員全員がロータ
リー活動を理解する。

　　・ 会員増強は 3 名の純増を目標に取り組んで
いこうと思います。

３．委員会活動（「炉辺会合」含む）を活性化する。
　　・ 各委員会が活性化する事で、会員の意欲を高

める事に繋がっていきます。
４．ロータリー研修を強化する。
　　・クラブ内での研修を実施する。
　　　 　ゆとり例会などを活用して、DL 経験者を

中心に、RLI を取り入れ、いろいろなテーマ
を設けロータリーについて語り合う。

５ ．ウルスラ学園と共に「地域を育む」奉仕活動を
実施する。

　　・ 奉仕活動を通して地域や社会にインパクトを
与え、公共イメージのアップに繋げる。

６ ．ロータリー家族と交流する機会を増やす事で、
親睦（Fellowship）を育む。

　　・ ロータリー活動を家族に理解して頂き、会員
同士の絆を深める。

７．友好クラブとの交流を推進する。
　　・ 交流を深め、仲間を作り、情報交換の場とし

てお互いが高め会い、ロータリーの時代の変
化に対応していく。

　以上が今年度の基本方針と活動計画です。
　1 年間何卒よろしくお願い致します。



21ガバナー月信　10 月号

会長就任挨拶

日向ＲＣ
日髙 秀和

　日向クラブは近年会員数 20 名程度で推移してい
る小さなクラブです。ですが創立は早いため、地区
ではかなり古参になります。
　公式訪問でガバナーがお使いになられる金の点
鐘には地区の認証順にクラブ名が書かれています
ので、興味がおありの方は御覧ください。
　昨年までの継続事業としまして、5 年前から「ボ
ジョレー飲んで End Polio Now」と銘打ち、11 月
の第 3 木曜日に市民の皆様をお招きしての夜間例
会を続けています。
　参加の皆様に Polio 根絶へ向けてのロータリー啓
発と、ご寄付を呼び掛け、昨年は 130 名のご参加
と 10 万円超のご寄付を頂きました。今年も実施の
予定です。
　今年度は創立 60 周年にあたり、また宮崎県北部
グループの AG を輩出する年でもあります。自クラ
ブおよび近隣クラブの会員の皆様には例年よりご
負担をおかけしてしまう年になってしまいますが、
どうかよろしくお願いいたします。

日向東ＲＣ
平野 修一

　2019 − 2020 年度日向東 RC の会長を務めます、
平野修一でございます。
　入会は平成 4 年 2 月で在席 27 年目となります。
2008 − 2009 年度会長を努め今年 2 度目の会長を
仰せつかりました。今振り返ってみますと 27 年間
もロータリアンでいられたことは　我が東クラブ
の居心地が良かった事に尽きると思います。これは
毎週の例会で会員の皆様に会えるが楽しみで続い
たのだと思います。地区協議会、地区大会では他の
クラブの皆様との再会も楽しみの一でした。

　会員の皆様がそんな気持ちになれるよう　楽し
い例会を開催し退会防止、会員増強の柱にしていき
たいと考えます。
　現在例会出席義務に大きな変化がもたらされて
いますが、ある程度の変化もやむをえないのでしょ
うか、会員皆で議論しているところです。
　さて今年度マーク・ダニエル・マロニー RI 会長
はテーマとして「ロータリーは世界をつなぐ」を提
唱されました。我々はこのテーマを十分に理解し、
ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く行動を
起こすためのつながりを築いていきたいと考えま
す。
　また今年度は地区補助金で「ロータリー青少年
公式野球教室 2019」と銘打って 2019 年 12 月 22
日野球教室を開催します。現在これに向け会員一丸
となって取り組んでいるところでございます。
　1 年間精一杯努めてまいりますので、皆様のご指
導とご協力をよろしくお願い致します。

日向中央ＲＣ
那須 一徳

　私が当クラブに平成 13 年 7 月に入会時の会員数
は、30 数名でした。とても活気があったと記憶し
てます。現在は年々減少し 10 名となりました。本
年度はさらに 2 名の退会者がありますます厳しい
スタートとなりました。これまでも新会員が入会し
ても諸事情により退会者が有りなかなか会員増と
はなりませんでした。このままではクラブ存続の危
機だととても心配です。

　2019 〜 2020 年度国際ロータリー　マーク・ダ
ニエル会長は、ロータリーの礎となる「つながり」
を基に「ロータリーは世界をつなぐ」、第 2730 地
区喜島ガバナーは「クラブの活性化に努めよう」を
テーマに掲げています。

　このテーマを念頭に会員全員で真剣に会員増強
に取り組み、楽しく有意義に活動できるクラブを目
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指す為、当クラブの指針として「楽しいクラブ活動
に友人を誘いロータリーを広めよう」としました。
　会員１人１人が例会、奉仕活動等に友人（若い年
代層、女性）を誘うことに積極的に取り組み、会員
同士の親睦をさらに深めるために各委員会と協力
のもと楽しい行事を増やしていきたいと思ってお
ります。

　楽しくなれる行事をする事により友人も誘える
し、おのずと会員増強につながりクラブも活性化す
ると思います。

門川ＲＣ
安田 　稔

　2019 〜 2020 年度門川 RC 会長を仰せつかりま
した安田です。門川 RC は、1992 年 4 月に会員数
26 名で 59 番目のクラブとして創立されました。
初代会長を始め多くの先輩達のご努力によって今
日があるのだと感謝しています。現在は 8 名の少
数クラブになっていますが、和気藹々としたまとま
りのあるクラブだと私は常々思っています。職業人
として地域に根差した活動を地道に展開し、県北 7
クラブとも一層親睦を深め、共に学び会員がロータ
リーの楽しさや興味のもてるクラブ作りに努めて
まいりたいと考えています。当クラブの最優先課題
は会員増強であり、女性会員を含め会員数 15 名を
目標に全員で増強に力を注ぎ、四つテストやロータ
リークラブの目的に照らしながら行動し絆を深め
ます。
　今年度喜島ガバナーは地区の目標を「クラブの活
性化に努めよう」と 5 つの計画を掲げられていま
す。我がクラブでもできることを一つでも多く努力
して達成しようと思います。会長として足元をしっ
かり見つめ微力ではありますが、クラブが前進する
よう頑張りますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお
願い致します。

宮崎ＲＣ
羽田野 信悟

　2019 〜 2020 年度宮崎ロータリークラブ第 67
代会長を務めさせていただくことになりました。微
力ではありますが、楽しく充実した 1 年間になれ
るように、皆様のご指導ご協力を賜りますよう宜し
くお願いいたします。
　今年度の国際ロータリクラブ会長はアメリカ人
のマーク・ダニエル・マロー二―氏であり「ロータ
リーは世界をつなぐ」のテーマを掲げておられま
す。そして RI のテーマを受け、2730 地区、喜島
ガバナーの地区目標は「クラブの活性化に努めよ
う」です。
　地区計画 5 項目を掲げて各クラブの活性化を積
極的に推進しようとのべておられます。
　宮崎クラブにおきましても、RI のテーマ及び地
区目標をクラブの指針としながら宮崎クラブらし
い活性化を行動に移していきたいと考えます。
　本年度宮崎クラブのテーマは「梵字徹底」当たり
前の事を当たり前に行う事を目標に、奇をてらう行
いより、足元を見据えた基本を忠実に今できる事を
実行していきます。
　混迷の時代と言われている今日、時代も平成から
令和への転換期を迎えました。
　私自身が RC 初心に戻る新たな気持ちで会長とい
う責務を行い、宮崎クラブの諸先輩たちが築きあげ
たクラブの歴史、伝統を守り理解し、クラブ活動の
充実に積極的に取り組みたいと思う所存です。
　現在、全国的ロータリークラブの最大の問題点は
会員の減少にあると言われております。はたして
ロータリークラブ自体が魅力あるクラブなのか、そ
のクラブに相応しい魅力あるメンバーなのか再度
検証する時期にきているのかもしれません。
　さて、本年は山形ロータリークラブとの姉妹締結
40 周年記念行事が行われる節目の年です。そして、
ローターアクト創立 50 周年という節目の年でもあ
ります。今一度、この周年事業を契機にクラブ創立
以来の慣習等々を理解し、来たるべき 70 周年に向
けての方向性を考える良い時期ではないかと考え、
会員皆様の協力でクラブの一体感をポイントとし、
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一丸となってクラブ運営を行いたいと思います。
　最後になりますが、会員皆様大変お忙しい方ばか
りですので、スタッフ会議、理事会、各委員会等の
運営に関しましては事前に十分な準備を行い時間
の効率化を推進出来ればと考えております。各委員
長さん達にはご負担になろうかと思いますが、お力
添えを何卒よろしくお願い致します。

重点目標
① RI テーマ、地区目標の理解と周知そして実現
②会員総数 105 名（名誉会員含む）の維持及び若
年層、女性会員の入会促進
③例会出席率 90% 以上
④山形姉妹締結記念事業の遂行
⑤ローターアクトクラブ創立 50 周年事業遂行

宮崎西ＲＣ
外山 三博

　RI 会長も喜島ガバナーも言っておられることは、
奉仕活動を積極的に行うことによって、世界が一つ
につながり、またそのことが自己の職業を高め繁栄
させ、結果として親睦の輪が広がっていくというこ
とを述べておられます。
　私も本年度の活動方針は、会員の親睦の輪を広げ
るということを基本にしたいと思います。
　そこで今年度のクラブ活動方針を次のとおりと
致します。
　１、親睦の輪を広げる。
　２、奉仕活動の充実。
　３、出席率の向上
　４、喜島ガバナーの全面的支援。
　５、60 周年に向けての取り組み。
　特に奉仕活動については、各委員会で具体的方針
を策定してもらい、それを一年間の活動方針として
もらいたいと思います。
　私もクラブ会長として、楽しいクラブになります
よう、一生懸命取り組みますので、会員皆様のご支
援、ご協力を心よりお願い申し上げます。

宮崎北ＲＣ
齊藤 総一郎

　2019 − 2020 年度において、品格ある我が宮崎
北ロータリークラブの創立 50 周年記念という大き
な節目の年度として、また、第 51 代目としての会
長を務めさせて頂くことになりました。まず、今
日という日まで共に手を取り合って繋いできた全
ての会員の方々に感謝を申し上げます。今日、これ
からの明日、明後日と新しい未来を皆様と一緒に創
り、私たちにしか創れない光り輝く夢の形、そして
私たちにしか進めない宮崎北ロータリークラブの
未来のために、この一年間務めてまいる所存です。
　私たち一人ひとりが感動を与えられ、素敵な時間
や空間をみんなで共有でき、いろいろな経験や感動
を積み重ねていけば、ロータリアン同志のつながり
の場として、会員にとっての特別なクラブとして魅
力あるものになり、私たちロータリーのミッション
を一人ひとりが実現できるとの想いで、今年度会長
テーマを「ひとつの感動、ひとつのコミュニティか
ら。 〜 OneExperience,InOurCommunity. 〜」 と 掲
げさせて頂きました。
　今年度において、皆様のご家族にとってより良い
一年となりますよう祈念するとともに、会員皆様の
ご支援ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
　一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

宮崎南ＲＣ
山地 久守

　今年度、宮崎南ロータリークラブの 45 代会長を
拝命致しました。どうぞよろしくお願い致します。
　RI 会長マーク・ダニエル・マロ―ニーは、2019
年− 2020 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
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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。」と述
べています。そして、RI のテーマを受けて、喜島
健一郎 2730 地区ガバナーは、地区の目標を、「ク
ラブの活性化に努めよう」と定め、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、と地区目標を
掲げられました。
　当クラブも RI テーマ及び地区目標の下、さらに
クラブを活性化させることが重要であり、そのため
には、これまで以上にロータリーを学び、会員増強、
出席率向上、奉仕活動の充実を重点事業としたいと
考えています。そして、当クラブの活動が楽しいも
のになるよう頑張って参りたいと思います。

宮崎中央ＲＣ
篠原 英介

　今年度の国際ロータリー会長の掲げたテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。
　また、喜島ガバナーは地区目標を「クラブの活性
化に努めよう」と定めています。
　これを踏まえ、私は「言葉を大切にしよう」とい
うスローガンを打ち出すことにしました。これは、
2 つの側面を持つものです。
　一つ目は、会員増強の側面。
　ロータリークラブは紛れもなく世界的な団体で
す。「グローバル」や「ボーダーレス」など国際化
が必要に迫られる中、世界につながる身近な存在と
して、もっと広く認知されるべきだと考えていま
す。それには言葉のチカラが必要だと考えるので
す。ロータリーの良さを知っていただき理念に賛同
を得られ、一人でも多く会員として迎えられるよ
う、努めていかなければなりません。

　まず、個人個人が難しい用語やルールをきちんと
理解し、分かりやすく伝えることが会員増強に直結
すると考えているのです。
　もう一つは、退会防止の側面。
　みなさんの多くはクラブに入会後、難しい専門用
語や、国際的な団体ならではのルールに戸惑い、良
さを知るまでにかなりの時間を要したのではない
でしょうか ?
　そこで、例会をはじめクラブの各行事を進めてい
く際に、外部の方でも理解できるような平易な言葉
を使うよう努めたら、クラブへの理解も早まり、一
方では、良さの再認識につながるのではないか、と
考えたのです。
　この二つの側面の、前者は国際ロータリーのテー
マ「世界をつなぐ」に、後者は地区の目標「クラブ
の活性化」に、それぞれ合致するのではないかと考
えています。
　1 年間、どうぞよろしくお願い致します。

宮崎東ＲＣ
濱田 国雄

　前期まで 3 年間 2 度目の会長を 3 名の皆様に努
めて頂きました、その後を私が引き継ぐことになり
皆様にくらべると経験、指導力ともに欠けると思い
ますが、会員皆様のお力をお借りしながら 1 年間
精一杯会長職を務めたいと思います。
　さて、本年度マーク・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」のテーマに

（ロータリーの成長・組織の改革）（家族の重要性）
（国連との連携）の方針を示されました。
　また国際ロータリー第 2730 地区喜島健一郎ガバ
ナーは
　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％未満クラブは 10％以上に増

強しよう
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　③ 　クラブ会員が 50 名以下のクラブは 10 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

　以上の地区目標と地区計画を揚げられました、こ
の地区計画を踏まえ本年度のクラブ活動を進めて
まいりたいと思います。

　本年度の宮崎東ＲＣテーマを「まず出席・そして
ロータリーを楽しもう」とさせて頂きました。まず
は出席しないと何事も始まらないとの考えとせっ
かくの活動ですから皆で一緒にロータリーを楽し
んでいこうとの思いから作りました。
重点目標
・クラブを活性化するためにも出席率を上げ会員同
士の親睦を深め、また家族例会や家族が参加できる
ロータリー活動を増やしたいと思います。
・当クラブ 20 周年より開始した児童養護施設青島
学園との交流も 3 年目を迎えます、施設の子供た
ちにさらに喜ばれる新たな企画やふれあいの機会
を作りたいと思います。
・友好クラブ鹿児島サザンウインドＲＣとの交流は
創立時より続いており、本年度も相互理解を深め、
さらなる友好関係を築きたいと思います。
・会員増強は地区計画でも 10 単位での会員を増強
しようとなっています。なかなか難しい
　計画ではありますが、会員全員で取り組んで頂き
たいと思います。

　一年間皆様のご協力よろしくお願いいたします。

宮崎アカデミーＲＣ
成合 　修

　本年度で創立 2 年目を迎える宮崎アカデミーロー

タリークラブ会長に就任させていただきました成

合です。

　私ども宮崎アカデミーRCは、ほぼ会員全員がロー
タリアンとしてのキャリアが浅く、ロータリーの理
念や価値観等について十分に理解しているとは言
い難く見習い期間中です。
　反面、歴史がなく敷かれたレールもない素人の
クラブだからこそ、マイナスをプラスに変えて、RI
マローニー会長、喜島ガバナーが掲げられた「柔軟
性かつ革新的な発想で変化を受け入れるクラブ運
営」ができる可能性もあるのではと考えています。
　また、宮崎大学や当クラブ会員が有する国際交
流・連携活動等のノウハウを活かして、地区内クラ
ブの国際交流や国際奉仕活動の「架け橋」となるこ
とを目指していきます。
　会員の皆様のご協力とご支援のもと、アカデミッ
クかつ斬新で楽しいクラブ創成に取り組んでいき
ますので、よろしくお願いいたします。

西都ＲＣ
橋口 博明

　西都ロータリークラブの会長に就任しました、橋
口です。前人の橋口同様よろしくお願いいたしま
す。クラブ目標を活気あふれる例会としました。会
員が 20 名と少ないクラブですが、若い会員、ベテ
ラン会員共に発言してもらえる例会を目指します。
既存の事業、ヤゴ（トンボの幼虫）救出作戦、中学
生の英語弁論大会の後援、三クラブ（韓国南慶州
ロータリークラブ、大分宇佐八幡ロータリークラ
ブ）、との相互交流など、去年からはガン患者チャ
リティーイベント「リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン」にも参加。今年度は地区補助金を利用して点
字翻訳機を贈呈。クラブ排出のガバナー補佐の助言
をもらいながら、地域に根ざした活動をしていきま
す。最後になりましたが、今年は当クラブがホスト
でライラを実施します。多くの参加をお願いしま
す。
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佐土原ＲＣ
宇治橋 信雄

　ワールドカップラグビーが日本で開催される大
変栄誉な 2019 年に佐土原ロータリークラブ会長に
就任いたしました。我がクラブは、皆仲が良く楽し
いクラブで知られております。また、佐土原町内の
名所や史跡への桜の植樹を継続して行っているこ
とでも知られておりクラブの歴史を築かれてきた
先輩方への感謝を忘れることなく会長職を全うす
る所存です。
　2019 − 2020 年度クラブスローガンを『ロータ
リーを楽しむ』とし参加したい例会、為になる例
会を目指し 60 分間という限られた時間で世界と繋
がっている事を実感できる例会を行い出席率の向
上とクラブの活性化に努めて参ります。また、今
回で 9 回目を迎える町内小学生男女によるクリス
マスカップバレーボール大会等を行う事でロータ
リーへの認識や理解を深めてもらいロータリーに
気づいてもらうためのロータリー啓発活動を　地
域のために地域と共に行って参ります。
　仲の良いクラブメンバー皆と共に地区大会や周
年事業、RLI 等に積極的に参加し様々な方と語り合
いロータリーの魅力を再発見する事で、質の高い
会員の多いクラブを目指し現会員の強化、活性化、
懇親に努め、日本のロータリー誕生 100 周年にふ
さわしい魅力あるクラブを目指します。1 年後の
ノーサイドのホイッスルが鳴るまでとことんロー
タリーを楽しみたいと思います。

高鍋ＲＣ
青木 善明

　5 月 1 日から新しい時代の幕あけとなり「令和」
元年のはじまりです…新たな時代のスタ−トに私
たちは、それぞれ「希望」を胸にロ−タリ−の「つ
ながり」の中で、人と人との出会いによって、考え
や価値観の違いはあっても、「奉仕」を通して一緒
に活動する喜びや達成感を共有できます。
　移り変わる時代の中で、いつの世も大切にしなけ
ればならないものは「人の心の在り方」だと思いま
す。「人のために何ができるのか…」そう考えたと
き、私たちにはロ−タリアンの素晴らしい仲間が、
温かい優しい雰囲気のあの場所でいつも待ってく
れています。
　誰でもが高鍋ロ−タリ−会員であることに「誇
り」を持つことができます。
　長い歴史の中で、諸先輩方から引き継いだ学びの
教えと、新しい時代の未来に向って進んでいく、新
たな創造的考えを取り入れながら、高鍋ロ−タリ−
クラブの「礎」とし、今年度のテ−マに「新時代に
つなごう誇りと奉仕の友愛」とさせていただきまし
た。

えびのＲＣ
石坂 乃里子

　このたび伝統あるえびのロータリークラブの第
52 代の会長に就任致しました。
　創立 50 周年という大きな節目となった昨年は、
幹事として活動する中でクラブの歴史を学び、会長
エレクトとして貴重な体験を得ました。
　ロータリーに入会して 7 年。人生の宝となる多
くの出会いを通して、「ロータリーは世界をつなぐ」
を実感しています。今年は会長として、そんな出会
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いへの感謝を形にしていければと考えています。
　今年の地区テーマ「クラブの活性化に努めよう」
は本年度のクラブテーマ「温故知新」と響き合いま
す。ロータリーに入会した時の感動を思い返し、会
員 1 人 1 人が胸をはって活動できるようサポート
に努めてまいります。一方で今年度は会員数 15 人
でのスタートです。会員減少という厳しい現実と向
き合いつつ、まずは楽しい例会作りに取り組みま
す。クラブの魅力と地力アップを目指し出会いと学
びがある充実した例会を目指していきます。
　1 年間よろしくお願い致します。

小林ＲＣ
小園 裕之

　この度、小林ロータリークラブ 59 代目の会長に
就任いたしました小園でございます
　ロータリアンとしての経験は、まだまだ未熟でご
ざいますが、会員の皆様のご協力ご指導を頂きなが
ら 1 年間邁進して参ります。
　当クラブの現状は、会員減少、例会出席率の低下
は深刻な問題であり、新会員にもロータリーの楽し
さ、良さを充分に伝え切れていないのが現状です。
　これらの事を踏まえて、今年度のクラブテーマを

「ロータリーを楽しもう」年度として下記の重点項
目を実施して参ります。

　①　例会の充実と活性化
　②　会員増強 4 名（内女性会員 2 名）
　③ 　職業奉仕シンポジウム「希望あふれる小林市

を若者に」
　④　ローターアクト年次大会サポート
　⑤　財団への理解と支援
　⑥　三次ロータリークラブとの友好関係構築

　最後に小林ロータリークラブの歴史と伝統を重
んじ、時代の変化に柔軟に対応しながら「楽しい
ロータリークラブ」になる様に努力して参ります。

小林中央ＲＣ
牛水 清次

　2019 〜 2020 年度国際ロータリー 会長エレク
ト、マーク・ダニエル・マローニーは、テーマを「ロー
タリーは世界をつなぐ」と発表されました。
　2019 年 3 月 23 日 24 日の会長エレクト研修セ
ミナーにおきまして 2019 〜 2020 年度ガバナーの
喜島健一郎氏は、2730 地区の目標を、「クラブの
活性化に努めよう」と定められ、地区計画を
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

と話されました。

　小林中央ロータリークラブと致しましては、喜島
健一郎ガバナーの方針を良く理解し、目標に向かい
一つでも多くの計画が達成できるよう努力してい
きたいと思います。会員数が少ない中での活動は大
変ですが、出来ることから 1 つずつでも実行して
いきたいと思っております。
　先ずはクラブ会員数の純増 1 名・女性会員 1 名
を目指し、次に出席率 90% 以上達成を目標に向かっ
て取り組みたいと思います。
　我がロータリーは、まとまりの良いクラブであり
ますので、クラブの親睦と友情を大切にして頑張り
たいと思います。

『魅力ある例会と活動』
2019 〜 2020 年度　小林中央ロータリークラブ
テーマ
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都城ＲＣ
鎌田 明彦

　2019 〜 2020 年度の国際ロータリー会長　マー
ク・ダニエル・マロー二―会長は、「ロータリーは
世界をつなぐ」をテーマとして掲げられ　①ロータ
リーを成長させる、　②家族の重要性、　③組織の
改革、④国連との連携と方針が提唱されました。
　現在、世界中のロータリアンから、思っていた活
動ができない、例会に参加できない、家族との時間
が削られロータリアン数が減少傾向となっており
ます。ここでロータリーは「つながり」が最も重要
だということと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国連との協力を通じ、
グローバル・コミュニティとつながる必要がある
と、マロー二―会長は述べられています。
　2730 地区の地区目標としては、「クラブの活性
化に努めよう」と喜島健一郎ガバナーは掲げておら
れ地区の活性化に女性会員が果たした役割は大き
いと述べられています。
　今回、地区増強委員長も女性会員ですが、我がク
ラブも増強委員長に女性会員を選任していたとこ
ろでした。
　そこで女性会員の入会は勿論、活動的にも大きな
影響を与えてくれるのかなと期待しているところ
です。
　私は、本年度クラブ運営基本方針として、「クラ
ブの元気は例会から」を目標として活動していきた
いと思っております。クラブ運営していく中で、例
会が楽しければ会員も出席し退会者も減りクラブ
自体も元気になり活気ある活動が出来ると思って
おります。
　今年10月、我がクラブは創立65周年を迎えます。
　現在のメンバーにはチャーターメンバーはい
らっしゃいませんが、ロータリー歴が一番長い方
で 43 年でロータリー歴 10 年未満の新しいメン
バーが約 7 割という中での周年事業となりますが、
会員一人一人がクラブの原点にもどり誇りを持っ
て元気に楽しく活動できる一年にしていきたいと
思っていますのでご理解とご協力を宜しくお願い
いたします。

都城北ＲＣ
清水 三郎

　2019 − 2020 年度マーク・ダニエル・マローニー
　RI 会長は、時代の変化と共に柔軟性を持ち自分
達の考えで動いて、クラブの在り方を考え変化して
いく。ただし時代が変化しても①親睦（人類に奉仕）
②高潔性（倫理観と高い職業水準）③多様性（地域
の専門家の集まり）④奉仕（クラブの活動）⑤リー
ダーシップ（世界的指導性）この 5 つの中核的価
値観は変えてはいけない。この様に言っています。
全ての前会長が等しくご苦労された会員増強をす
るためにも、変化の時かもしれません。
　ロータリークラブが楽しくなければ「奉仕の輪・
和」はひろがりません。我々一人一人が奉仕の心を
持ちロータリークラブを、例会を、親睦を楽しみま
しょう。そしてその楽しい気持を周りの人全てに伝
えて行く事が仲間を増やすことにつながっていく
と思います。
　本年度クラブテーマは、『和

なごみ

』親睦と奉仕の調和
としました。
　「和」（なごみ）とは、会員各自が、他の会員のロー
タリー観や奉仕に対する考えを知り、理解し、認め合い、
信じあいそして助け合う心を持つことだと思います。
　奉仕の心を育む原動力として、会員相互の親睦は
決して欠かすことのできない大きな要素です。私た
ち一人一人の心の中の奉仕の輪をひろげ、会員みん
なの和をすべてのみんなの豊かな人生につながる
ようにひろげましょう。

クラブ目標
　（1） 会員の維持・増強（女性会員の増強）と、

相互親睦の向上
　（2）地区研修・セミナーの積極的な参加
　（3）ロータリー財団補助金の活用
　（4） 活動ツールと情報共有のためのマイロータ

リーの登録活用

　以上を本年度の主たる目標とし、全会員で楽しい
活動をしていきたいと思います。どうぞ会員皆様の
ご理解・ご協力・ご鞭撻をよろしくお願い致します。
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都城西ＲＣ
船木 修一

　2019 − 2020 年度国際ロータリー会長　マーク・
ダニエル・マローニー氏は「ロータリーは世界をつ
なぐ」をテーマにしました。会長はアメリカアラバ
マ州の弁護士で、ジケーターロータリークラブ所属
です。
　そして、国際ロータリー 2730 地区の本年度のガ
バナーは宮崎西クラブの喜島健一郎氏です。本年
度会長はテーマを「ロータリーは世界をつなぐ」と
発表し、そのために１．ロータリーを成長させる、
２．家族の重要性、３．組織の改革、４．国連との
連携、を述べ、ロータリアン同士が手を取り合うの
を促しています。このことから、喜島ガバナーは原
点を大切にして変化を受け入れる、女性会員の一割
以上、会員 50 名以下のクラブは 10 名単位での会
員増強を、姉妹クラブがないクラブは国内、外に姉
妹クラブを作る、グローバル補助金を活用していな
いクラブは活用すること、以上の方針を決定してい
ます。
　国際ロータリーテーマと 2730 地区方針や目標が
決定しましたので、その方針目標に都城西クラブも
前進と改革を推し進めていきたいと思います。
　私は平成 20 年 6 月に入会しました。ようやく
10 年の厚くて、重たい壁をおかげ様で突破出来ま
した。大事な仲間が出来、ようやくロータリーの意
義がわかり始め、奉仕活動の有意義さを大事に世界
や地域社会に貢献できるよう頑張ります。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

都城中央ＲＣ
田村 香代子

　一昨年、会長の打診がありました時に「はいとイ
エス」を思い出し、お引き受けしました。まだ先の
ように思っていましたが、あっという間に会長年度
がきました。
　地区増強に携わらせていただいたこともあり、ク
ラブ、地区、ゾーン、日本 RC の現状がそれなりに
見えてきました。
　会員減少は大きな課題ですが、耳が疲れるほど掛
け声かけても解決しません。もっと抜本的な点、つ
まり勧誘に大切な「ロータリー」の認知度を上げる、
その為には会員自らが例会を楽しく感じる、増強と
広報は密に連携を取るなど改変していくきっかけ
になるプログラムを皆で智恵を出しあっていきた
いと思います。
　今のロータリーが次の 100 年に向かっていくに
は、これまでの慣習を見直すことも多々あると思い
ます。保守的になりがち、無難に事を進めがちです
が、勇気をもって次につなぐ 1 年でありたいと思
います。

2730 ジャパン
カレントロータリー
Ｅクラブ
西　 幸司

　2730 ジャパンカレント ロータリー E クラブの
2019 〜 20 年度の第 6 代会長として務めさせて頂
く西　幸司（ニシ　コウジ）です。
　クラブ創立 5 周年記念式典を地区内外の皆さん
に祝って頂いて、歴史を継続して向かって行く時の
節目にクラブ運営を担う事に成り、非常に責任を重
く感じています。
　昭和時代に鹿児島西 RAC でロータリー知り、
RAC・OB として関わりながら平成時代後半に RAC
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現役時代からお世話になっていた、鹿児島西 RC の
先輩ロータリアンの勧めで、当クラブのチャーター
メンバーとして、ロータリアンとして令和元年度会
長として活動する事になりました。
　職業分類では説明し難いのですが、名刺表面に

「企画 NHN の代表」と有りますが、年金生活者で「便
利屋さん・駐車場管理」と園児バス運転者を生業と
しおります、「時間・場所が一定しない」即ち、当
クラブの特徴で有る「いつでもどこでも例会に出席
出来る」事で、続けられたと思います。
　名刺裏面では、趣味で身に付けた項目『アマチュ
ア無線（JA6NHN）で JARL 鹿児島県の役員で県市
町村の防災訓練等で地域社会の安心安全の活動に
参加し、電波教室（ラジオ工作）などの活動で「技
術国日本の復活」を願い、それとボーイスカウト指
導者（BS 日置第 1 団・団委員長）』として青少年教
育運動に関わっています。
　クラブの皆さんにはロータリアンの奉仕心を継
続してロータリーを学ぶ仲間として、親睦を深めな
がら「楽しいロータリークラブ」作り上げたいと
思います。すなわち『2019–2020 国際ロータリー
テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」』と『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」』を胸に収めて、会長エレクトに引き継ぐ時に
クラブの発足時の会員数に戻す為に会員皆さんと
力を合わせて、新たにロータリーを学ぶ仲間を増や
す事と思います。
　「会員増強維持」に頑張っていきます。
　例会は Google で「2730E クラブ」で検索すると
出てきます。それと他クラブの皆さん、欠席された
時のメークアップに「E クラブ」をご利用下さい。
　※  2730REC 例会に遊びに来られませんか !（見

るだけは無料）。

日南ＲＣ
山口 秀一

　令和元年　第 66 代会長を仰せつかりました山口
秀一です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　本年度国際ロータリー（RI）会長マーク・ダニエ
ル・マローニーのテーマは「ロータリーは世界をつ
なぐ」です。「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いきましょう」と呼び掛
けました。
　そして、国際ロータリー第 2730 地区目標は「ク
ラブの活性化に努めよう」です。
　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 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

　この 5 つの項目から女性会員 10% 以上の増強、
10 名単位で会員を増強しようを重点目標にしよう
と考えますが、現状を考えますと 10 名の増強はい
ささかハードルが高いので現在 35 名の会員数を女
性 2 名、男性 2 名を増強し 39 名のクラブにしてい
きたいと思います。
　そして、My ROTARY の登録、「四つのテスト」
同様に「ロータリークラブの目的」の例会での唱和、
ロータリークラブの認知度を上げる活動にも取り
組みたいと思います。
　本年当クラブのスローガンは「笑門来福」とさせ
ていただきました。
　古くから「笑う門には福来る」と言われるように、
いつもにこにこと笑って暮らす人の家には、自然に
幸運がめぐってくる、という意味です。笑いは、「幸
福」と何かしら関係があるのだと思います。ロータ
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リークラブに入会し楽しくなければ、ロータリーを
理解しようとする思いが中々できにくくなると思
います。そこで、クラブ内の親睦、ロータリー情報、
公共イメージの認知度向上などを重点目標にあげ、
コミュニケーション不足による退会をなくしたい。
当クラブは本年度で 66 周年を迎えます。これから
70 周年に向けてさらなるクラブ内の活性化に努め
て参ります。会員皆様のご支援ご協力をお願い致し
ます。

日南中央ＲＣ
坂本 哲夫

　7 月 27 日（土）〜 28 日（日）のインターアク
ト年次大会ホストクラブのため前年度後期〜年度 7
月は大会の為にありました。関係各位のご指導ご協
力により無事に終了しました。
　年度の活動は韓国でのインターアクトクラブ交
流への参加、提唱しているプロバスとの交流、小学
校に設置の川魚ミニ水族館（60 × 40cm5 槽）の
管理、日南駅に設置の 4 つのテスト看板（2 × 2.5m）
木製角材の補修、道路愛護デー等地区の行事への参
加、継続している川祭り、次年度に向けて参加地区
補助金での行事の申請等を計画しています。
　夜間例会に会員以外を年度を通して招き懇親に
より増強につなげます。
　会の運営は内部的には行事により委員長を立て
ミニ水族館長、つわぶき賞委員長とし全員参加型と
します。
　理事会、委員会、選考等の意思決定は例会時にし
ます。ガバナーの活動方針に沿って 1 年間活動し
ます。よろしくお願いします。

串間ＲＣ
木村 祐三

　本年度、串間ロータリークラブ会長に就任しまし
た、木村祐三です。
　今年度国際ロータリーの活動方針として「ロータ
リーは世界をつなぐ」を掲げておられます。これは、
さまざまな奉仕活動を通じて、社会におけるロータ
リーの存在感を高め、それをクラブの活性化、ひい
ては会員の増強につなげようという意味だと理解
しています。
　これを受けて、串間ロータリークラブもそうした
大きな方針を踏まえて行動することになりますが、
この中でも力点を置きたい点は、会員の増強に取り
組むことです。現在、日本を含む世界各国でロータ
リークラブの会員が減少する傾向にあります。当ク
ラブとしても、会員拡大は急務であります。新しい
会員が増えることは、クラブ活動の活性化につなが
り、クラブの財政安定にも大きく貢献することにな
ります。メンバー一丸となって、増強に取り組んで
参ります。
　一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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米山記念奨学金　2019-2020 年度 8月の寄附金傾向

米山記念奨学金8月の寄付金傾向
8月分合計額	 91,918,299円
　　　累計額	 322,153,343円	（前年同期比50万円減）

参考　前年度８月分合計額：92,416,169 円　累計額：322,688,271 円

普通寄付金

８月当月　　� 41,318,233円
８月末累計� 206,649,713円
� （前年度比��2.69%減）
� （��　〃　�570万円減）
� （予算達成率�49.2%）

　普通寄付金上期分は 1,804 クラブ（80％）
から納入されました。（昨年度は 1,830 クラブ）
普通寄付金の確定申告用領収証をご希望される
場合、申告方法は昨年度と同様、当会指定の
excel ファイルに会員氏名を入力し、HPの申
告窓口からアップロードして下さい。締切は11
月末日です。メールでのデータ添付では受付で
きません。また、法人事業者様でロータリーク
ラブ会費から普通寄付をされている場合、会費
を既に「交際費」として損金計上されている場
合は免税申告できませんので、ご注意ください。

★普通寄付金納入状況・上期分	（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 51/67 76% 2770 65/74 88%
2510 51/70 73% 2780 52/68 76%
2520 46/78 59% 2790 70/82 85%
2530 50/65 77% 2820 38/56 68%
2540 24/42 57% 2840 40/45 89%
2550 36/50 72% 2630 68/75 91%
2560 49/56 88% 2640 50/68 74%
2800 42/49 86% 2650 77/96 80%
2830 30/41 73% 2660 69/80 86%
2570 49/50 98% 2670 60/74 81%
2580 59/71 83% 2680 65/71 92%
2590 51/55 93% 2690 62/66 94%
2600 44/54 81% 2700 56/61 92%
2610 56/64 88% 2710 67/73 92%
2620 58/79 73% 2720 53/75 71%
2750 62/89 70% 2730 41/67 61%
2760 71/85 84% 2740 42/56 75%

合計：納入数1,804RC
地区ロータリークラブ数　2,252RC

普通寄付納入実績�８月 31日現在、当会入金分

特別寄付金

８月当月� 50,600,066円
８月末累計　� 115,503,630円
� （前年度比���4.70%増）
� （����〃�　��520 万円増）
� （予算達成率�12.2%）

　8 月末累計額は前年同期比 4.70% 増、約
520万円の増額となりました。今月も引き続き
好調を維持し、累計額としては直近 10年間の
中で２番目に高い金額となりました。ご支援い
ただきましたロータリアンの皆様に厚く御礼申
し上げます。10月は米山月間です。9月末まで
には全ロータリークラブに米山月間用資料をお
送りいたします。会員の皆様に当会奨学事業を
認知していただくツールとして、是非ともご活
用くださいますようよろしくお願い申し上げま
す。

☆創立記念寄付クラブ
D2730　宮崎北RC�10 万円

☆高額寄付者（一度に100万円以上の寄付）
D2580　東京麹町RC　細谷�彬氏�100万円
　　　　　累計100万円

☆高額寄付法人（一度に100万円以上の寄付）
D2700　福岡南RC�　岡城産業株式会社　100万円
　　　　　累計1,800万円　�富永�泰氏

☆ガバナー公式訪問
　　　　　　（単位：万円）
地区 クラブ名 金額

2590
川崎大師 10
川崎中央 10
横浜戸塚 10

2760 津島 10
合�計 4クラブ 40
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�.   インターアクトとの交流に学友が⼀役！
第 2660 地区（大阪府）

インターアクト海外研修

が 8月 2日～6日、タ

イ・バンコクで行われ、

タイ米山学友会の有志メ

ンバーが協力しました。 

同研修には、日本から

インターアクター65 人、

ロータリアン 36 人、各校

顧問など計 116 人が参

加。タイ側の受け入れ地

区、第 3350 地区のインタ

ーアクターたちとの交流

および奉仕活動が研修の

目的で、日タイ混合のア

クターチームを作り、チ

ーム単位で公園での植

樹、池の清掃作業、公園

遊具のペンキ塗りなどを

行いました。 

フェアウェルパーティではタイ米山学友会

のメンバー3 人が通訳と

して参加し、交流の合間

には、タイ学友会の紹介

や米山奨学金の話をした

とのことです。 

奉仕活動から参加した

同学友会のワシン・テイ

シャシャイニランさん

（2011-12/東京清瀬Ｒ

Ｃ）は、「朝から晩ま

で、それぞれ長い一日で

したが、インターアクタ

ーの力で日本とタイの友

好関係がもっと深まるこ

とを実感し、感動しまし

た。この若者たちはロー

タリーの大切な財産で

す。私たちタイ米山学友

会も、日タイの架け橋と

してますます頑張らね

ば」と、決意を新たに語りました。 

�.   理事会・評議員会報告 ― 新評議員を選任 ―
下記の通り、理事会（821 開催）および定時評議員会（9/6 開催）を開催しました。 
 

 第二十三回理事会  議長：齋藤直美理事長 出席者：理事 29 人 監事 2 人 名誉理事長 1 人 

【主な議題】評議員候補者、後任理事候補者、業務委託・覚書の件、2018 年度事業報告および附属明細書、

2018 年度計算書類、2019 年度収支予算書一部修正、専門委員会規程一部改定および 2019 年度

専門委員選任、定時評議員会招集など：原案通り承認 

 第十回評議員会  議長：田中正規評議員 出席者：評議員 24 人 常務理事・監事 9 人 列席者 1 人 

【主な議題】評議員の選任、後任理事の選任、2018 年度計算書類承認など：原案通り承認  

理事会および評議員会とも各会議閉会後、意見交換の時間を設け

て、当事業についての意見や質問を自由に発言していただきまし

た。また、ちょうど 4年に一度の評議員改選の年にあたるため、今

回をもって退任される 24 人の評議員へ、齋藤理事長から感謝状が

贈呈されました。当日出席された 16 人の退任評議員からは、お一

人ずつ、この 4 年を振り返ってのごあいさつをいただきました。 

Vol.234 

2019 年9 月13 日 
発 行 

通訳をしたソァラシット・スンタロウさん（左）、ワシンさん（中央

左）、ブサコーン・ホンヨックさん（右） 
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�. ����� � �� ���������� �
8 月までの寄付金は、前年同期と比べて

0.2％減（普通寄付金：2.7％減、特別寄付金：

4.7％増）となり、約 53 万円の減少でした。

2009-18 年度までの直近 10 年間の同期累計額

では、2017・2018 年度に次いで 3番目に多い

金額となりました。皆様からのご支援に深く感

謝申し上げます。 

当財団は内閣府より「公益財団法人」の認定

を受けているため、当奨学会への寄付金には所

得税、法人税の税制優遇が受けられます。相続

税も非課税となります。今年度もぜひご協力賜

りますようよろしくお願いいたします。

�.   Pre-GETS でよねやま親善大使がスピーチ
9 月 1 日午後、ガバナ

ーエレクト研修セミナー

（GETS）に先立ち「Pre-

GETS」が都内で開催され

ました。 

元グローバル補助金奨学

生の岩村華子さん、元ロ

ータリー平和フェローの

岸谷美穂さんにつづき、

米山学友代表として第 3

代よねやま親善大使の李英愛さん（2002-05/

札幌幌南ＲＣ）が登壇。米山奨学生時代、カ

ウンセラーだけでなくその配偶者の存在も大

きな助けとなったエピソードを交えながら、

米山学友会の活動、日

韓のロータリークラブ

へ学友として協力して

いる活動を紹介し、最

後に「Eクラブに入りた

いと思っている」と宣

言して拍手喝采を受け

ました。 

Pre-GETS は今年度初め

て開催され、直前ガバ

ナーやそのパートナー、学友たちの体験談を

聞くことで、ロータリーが展開するプロジェ

クトの全体像をガバナーエレクトとパートナ

ーに把握していただこうというものです。

�.   ��� � �������� � ������� �
台湾米山学友会（正式名称：（社）中華民国

扶輪米山会）による「日本人若手研究者奨学

金」の 2019-20 年度奨学生が発表されました。

台湾米山学友会理事会による選考の結果、19

人の有資格応募者の中から、過去最多となった

昨年と同様、5 人が採用されました。奨学生に

は今年 9月から 1 年間、台湾学友会から毎月

25,000 台湾ドル（約 87,000 円）が支給される

ほか、学友会メンバーがカウンセラーとなっ

て、台湾での留学生活を物心両面で支えます。 

王 昴 

国⽴台湾科技大学 管
理研究科 MBA 専攻 

吉田 忠弘 

中国醫薬大学 医学部 
医学科 

杉本 真歩 

国⽴中央大学 管理学
部 企業管理学科 

水野 紗梨 

国⽴中⼭大学 社会科
学部 社会学科 

橋本 真那 

国⽴台湾芸術大学 表
演藝術学部 舞踏学科 
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出席報告

クラブ
確定出

席率
％

ホーム
クラブ
出席率

％

会員数

2019
7/1 8 月 女性 増減

鹿
児
島
県
北
部

（
7
R
C
）

出水 80.77 75.64 40 40 5 0

阿久根 84.35 74.83 50 51 10 1

川内 73.80 65.20 55 57 0 2

薩摩川内 78.00 56.00 24 25 1 1

串木野 85.71 85.71 7 9 3 2

宮之城 96.97 81.82 10 11 2 1

大口 86.49 75.68 25 25 1 0

平均及び合計 83.73 73.55 211 218 22 7

鹿
児
島
県
西
部

（
5
R
C
）

伊集院 60.71 48.81 29 29 1 0

加世田 90.00 86.66 15 15 1 0

枕崎 71.79 62.82 29 26 7 − 3

頴娃 87.50 87.50 17 16 0 − 1

指宿 72.22 64.44 30 30 1 0

平均及び合計 76.44 70.05 120 116 10 − 4

鹿
児
島
県
中
部

（
5
R
C
）

霧島 51.60 50.00 15 15 0 0

国分 100.00 57.32 40 41 4 1

国分中央 92.38 56.19 26 27 1 1

加治木 100.00 66.27 25 27 0 2

姶良 100.00 72.00 16 16 0 0

平均及び合計 88.80 60.36 122 126 5 4

鹿
児
島
県
東
部

（
8
R
C
）

志布志 71.66 58.33 21 21 2 0

志布志みなと 52.90 47.83 47 47 4 0

串良 83.17 65.35 35 35 2 0

鹿屋 82.91 75.94 54 53 3 − 1

鹿屋西 93.57 80.71 50 48 9 − 2

かのや東 92.94 80.12 41 42 0 1

きもつき 84.21 63.16 26 25 0 − 1

南九州大崎 54.76 42.86 27 28 3 1

平均及び合計 77.02 64.29 301 299 23 − 2

鹿
児
島
県
市
内

（
1
1
R
C
）

鹿児島 74.89 62.11 62 64 5 2

鹿児島南 76.99 61.06 39 40 6 1

鹿児島西 71.92 63.05 72 73 0 1

鹿児島東南 73.40 67.20 23 22 0 − 1

鹿児島中央 93.59 79.49 53 54 4 1

鹿児島西南 77.27 72.73 11 11 1 0

鹿児島城西 74.49 64.29 34 35 6 1

鹿児島東 89.29 84.52 21 21 3 0

鹿児島北 70.49 59.02 32 32 2 0

鹿児島サザン
ウインド 83.84 70.71 55 54 14 − 1

鹿児島令和 73.43 57.81 32 32 4 0

平均及び合計 78.15 67.45 434 438 45 4

クラブ
確定出

席率
％

ホーム
クラブ
出席率

％

会員数

2019
7/1 8 月 女性 増減

鹿
児
島
県
奄
美

（
3
R
C
）

奄美 73.94 58.79 55 55 8 0

奄美中央 70.48 62.05 58 58 10 0

奄美瀬戸内 75.00 75.00 15 16 0 1

平均及び合計 73.14 65.28 128 129 18 1

宮
崎
県
北
部

（
7
R
C
）

延岡 80.73 69.27 78 78 8 0

延岡東 99.42 85.47 61 61 3 0

延岡中央 85.71 77.97 57 58 6 1

日向 64.81 59.26 20 20 0 0

日向東 77.78 72.22 27 27 2 0

日向中央 72.22 72.22 8 8 1 0

門川 82.14 82.14 8 8 0 0

平均及び合計 80.40 74.08 259 260 20 1

宮
崎
県
中
部

（
1
0
R
C
）

宮崎 89.22 65.03 101 103 8 2

宮崎西 84.79 69.85 105 104 7 − 1

宮崎北 88.28 71.13 82 84 13 2

宮崎南 75.76 71.21 46 47 3 1

宮崎中央 77.98 65.60 55 55 6 0

宮崎東 74.44 72.22 30 30 2 0

宮崎アカデミー 76.92 76.92 35 39 5 4

西都 94.80 89.60 19 20 2 1

佐土原 72.20 72.20 26 26 3 0

高鍋 84.57 77.78 41 40 2 − 1

平均及び合計 81.90 73.15 540 548 51 8

宮
崎
県
西
部

（
8
R
C
）

えびの 71.43 60.71 15 15 3 0

小林 78.88 75.50 30 30 2 0

小林中央 90.90 90.90 11 11 0 0

都城 87.23 68.09 54 53 7 − 1

都城北 89.47 68.42 41 42 3 1

都城西 72.97 63.96 39 40 4 1

都城中央 84.50 80.40 32 30 3 − 2

2730 ジャパン
カレントロータ
リー E クラブ

92.73 90.91 20 19 6 − 1

平均及び合計 83.51 74.86 242 240 28 − 2

宮
崎
県
南
部

（
3
R
C
）

日南 94.94 70.70 35 35 2 0

日南中央 75.00 75.00 11 12 3 1

串間 84.86 84.86 11 11 1 0

平均及び合計 84.93 76.85 57 58 6 1

第 2730 地区 出席率
ホーム
クラブ
出席率

7 月 1 日
会員数

8 月末
会員数

内女性
会員数 増減

全体の平均及び
合計 80.80 69.99 2,414 2,432 228 18

8 月出席率・会員数報告
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入退会者／物故会員・地区行事予定

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

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

2
0
2
0
年

1
月

18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

29日 土 ロータリーデー 鹿児島市内11クラブ共催 鹿児島城西RC

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

2019 年 8 月入退会報告／物故会員
 ●入会者 ご入会おめでとうございます。

 ●退会者 おつかれさまでした。

永井　秀樹	
（阿久根 RC）

小原　陽子	
（串木野 RC）

富永　春美	
（串木野 RC）

上原　昌彦	
（国分中央 RC）

越牟田　　純	
（鹿児島 RC）

益満　美登	
（鹿児島 RC）

和田　秀一郎	
（鹿児島西 RC）

吉田　博嗣	
（延岡中央 RC）

小島　　啓	
（宮崎 RC）

峯　　敏絵	
（宮崎北 RC）

久保　敦子	
（宮崎アカデミー RC）

國武　久登	
（宮崎アカデミー RC）

山地　将生	
（西都 RC）

廣瀬　孝一	
（都城北 RC）

大西　和博	
（都城西 RC）

７月入会

日髙　憲太郎	
（鹿児島城西 RC）

下　　隆治	
（鹿児島中央 RC）

長谷川　清華	
（伊集院 RC）

松本　多美子	
（伊集院 RC）

下舞　　毅	
（加治木 RC）

東　　英樹	
（鹿屋 RC）

岩下　健一郎	
（きもつき RC）

平　　和也 
（鹿児島 RC）

川村　保夫	
（鹿児島西 RC）

配山　恒男	
（奄美中央 RC）

杉田　悌治	
（宮崎西 RC）

松尾　正博	
（高鍋 RC）

鶴村　ひろみ	
（都城中央 RC）



R
O

TA
RY

  IN
TER

N
A

TIO
N

A
L  D

ISTR
IC

T  2730
K

A
G

O
SH

IM
A

 &
 M

IYA
Z

A
K

I

G
overnor's  M

onthly  Letter
国

際
ロ

ー
タ

リ
ー

第
2730

地
区

（
2019

〜
2020）

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　
FA

X：
0985–20–3181

E-m
ail：

kijim
a2730@

air.ocn.ne.jp


