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ガバナーメッセージ
ついに決定！「2730地区の戦略計画」

部門長挨拶　テーマと活動計画
委員長挨拶　テーマと活動計画
クラブ会長挨拶　テーマと活動計画

祝！新設「鹿児島大学アカデミーRC　認証状伝達式」
始めよう、オンライン会議
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お知らせ
地区の予定／データ版月信の読み方
※出席率／入退会報告は、９月号に掲載いたします。
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特集 ｜ かのや 戦跡めぐり  「掩体壕 －えんたいごう－ 」

「みんなのフォトコンテスト」より（鹿屋市教育委員会主催）
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▼

 畑の小道 / 本村 智

▼ 木漏れ日の中で / 中野里美

▲ 星の降る丘 / 中野里美

ガバナー月信は、来月９月号から
一部をデータ配信いたします。

データ版月信の閲覧につきましては
Ｐ22「データ版月信の読み方」

をご覧ください。



戦争体験記（鹿屋市出身　男性）

敵機の空襲等から飛行機を守るために作られた格納庫です。コンクリート製の
掩体壕のほか、土を盛っただけで作られたものもあり、それには子供たちも
建造に関わりました。

特集 特攻のまち、鹿屋から「戦争を知って、平和な未来を創る」

かのや  戦跡めぐり
えん たい ごう

掩体壕

川東の掩体壕　鉄筋は使われておらず、始めに盛土をして、その上からコンク
リートを乗せて、最後に土を取り除いて作られました。内部の幅は16メートル、
高さは５メートルあり、戦時中には零戦が格納されていました。

川東の掩体壕　 場所：鹿屋市川東町8206-5（駐車場あり）

▼ 田崎にある掩体壕

www.rotary.org

ロータリーの中核的価値観

奉仕
「超我の奉仕」を理
念として、地域社会
や国際社会の中で信
頼される、魅力ある
奉仕の継続

親睦
ロータリー活動と
は、人を愛し、人と
触れ合い、人を育て
ることを目的にした
人道的奉仕活動

多様性
多様性のある活動が
あるからこそ、世界
的にすべての人々を
結集できる

高潔性
あらゆる奉仕活動お
よび人間関係におい
て、道徳性や倫理性
のある高い立場を保
つ

リーダーシップ
クラブ、地域社会や
国際社会、次世代の
青少年活動などにも
指導力を発揮し、か
つリーダーを育てる

私は終戦時に六年生だったが、学徒動員で防空壕堀り、掩体壕造りや出
征兵士の家の農作業の手伝いに駆り出された。機械などないので、もっ
こで土を掘る作業をした。昭和19年、20年は学校の授業はほとんどな
かった。／（終戦時14歳男性）飛行場は全部焼けたので、掩体壕が格
納庫だった。学校帰りに掩体壕に寄ると、搭乗員と整備兵がゼロ戦の修
理をしていた。搭乗員から「お前たちには姉さんがいるか」と聞かれ、
姉がいる子供には小さなキャラメルをくれた。

鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会「戦争体験集より」
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ガバナーメッセージ

　クラブの皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、例会及び様々な行事も休止されるな
ど、クラブ運営に大変苦慮されておられることと拝察申し上げます。

　私もガバナーノミニーに指名された２年前、2020-21年度は東京でオリンピック・パラリンピック
「TOKYO2020」が、そして鹿児島では国民体育大会が開催され、おもてなしの心を発信する年であり、また
ロータリアンにとっては、日本のロータリー創立100周年を祝う記念すべき輝かしい年になると思っておりまし
た。しかしながら新型コロナウイルスの感染拡大で、2020-21年度にむけての重要な行事「会長エレクト研修
セミナー」「地区研修・協議会」は、DVD、資料配布による形式で開催し、様々な地区事業も中止あるいは延
期せざるを得ない状況となり、皆様には大変申し訳ない事態になってしまいました。

今、一番大切なことは ロータリアン自身が健康と安全に留意し我等の生業を守ること ではないでしょうか。
このことが今出来る最大の職業奉仕・社会奉仕であり、今はロータリーの奉仕理念「The Ideal of Service」（他
人を思いやり他人のために尽くす）を大切に、ロータリー誕生の相互扶助、親睦の精神を高める時 でもあります。

　新型コロナウイルスへのRIの対応は、地区研修・協議会資料に掲載の通り、４月のRI理事会で、2020年中に
開催される研修セミナーその他の行事、クラブ訪問については、バーチャル会合を利用することを強く推奨して
おります。

「新しい生活様式」と同様に我々ロータリアンにも「新しいロータリー行動様式」が求められております。例会
で顔を合わせ学び行動することがロータリーの基本であることは変わりませんが、新型コロナウイルスの感染リ
スクが払拭されない限り、「新しいロータリー行動様式」を作り上げねばなりません。そこで、先ずはオンライ
ンの扉を開いていただきたいと思います。私も不慣れでありますが、やってみると意外に簡単で楽しいもので
す。既にガバナー補佐会議、部門長会議等オンラインで開催しておりますが、世界中と瞬時に繋がるWEBは、
まさに文明の利器であります。今後、広報・公共イメージ部門と連携を図りオンラインによる様々な地区行事を
進めて参りたいと思います。是非、クラブにおかれましても推進いただきます様お願い申し上げます。

　さて、嬉しい報告があります。去る７月６日、鹿児島大学稲盛会館に於いて、第2730地区で68番目となる
「鹿児島大学アカデミーロータリークラブ認証状伝達式」が挙行されたことであります。新クラブは岩井会長を
はじめ３７名で構成され、産・官・学の連携を基本に、柔軟性、多様性、革新性を図り、米山奨学生の充実支
援、海外ロータリークラブとの交流等、国際理解、親善、平和に貢献する新しいモデルクラブであります。スポ
ンサークラブの鹿児島中央ロータリークラブ、新クラブアドバイザー海江田順三郎ＰＧ、地区拡大委員長川原篤
雄PG他関係者皆様に厚く御礼申し上げますとともに、新しいクラブ誕生という機会の扉が大きく開かれました
ことに心よりお祝い申し上げます。

　８月は会員増強、新クラブ結成推進月間であります。ロータリアン、クラブ、地区が新会員の勧誘とロータ
リーの新クラブ結成に焦点を当てて活動する月間であります。現在新型コロナウイルス感染拡大は、会員事業所
へ甚大な影響を及ぼしており、先ずは会員維持、退会防止策を図りながら、ホルガー・クナークRI会長の講演に
ある、数字にこだわらず、クラブにふさわしい会員を募り、新会員の期待に応え、面倒をよく見、奉仕活動への
積極的な参加を促していただきたいと思います。新クラブ結成につきましては、前述の通り、鹿児島大学アカデ
ミーロータリークラブ認証状伝達式が挙行され、今後曽於、都城地区に新クラブ結成の呼びかけを行って参りま
す。新たな機会へのチャレンジで多くの機会の扉を開きましょう。

ロータリーの基本を堅持し

2020-21 第2730地区スローガン

不易流行
変化に適応するクラブを

ガバナーメッセージ
Furoi Takashi

風呂井 敬
（鹿屋西ロータリークラブ）

2020-21年度
ガバナー
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ついに決定！「2730地区の戦略計画」

戦　略　計　画

 2730地区ビジョン
2730地区はロータリーの基本理念を理解して、これを達成するために地区内ロータリークラブがロータリーの
変化を受け入れ、ロータリーの未来を導く魅力ある楽しく元気なクラブづくりを支援します。

【概要】
2730地区はロータリーの奉仕の理念を基本に「ロータリーの目的」を理解し「四つのテスト」「中核的価値
観」を行動目標として五大奉仕を実践します。また、RIのテーマを理解して地区内ロータリークラブがロータ
リーの変化を受け入れ、世界及び地域社会とロータリアンのネットワークを構築して、「世界を変える行動人」
のストーリーを伝えられる意欲と積極性を引きだせるよう、ロータリーの未来を導く活気ある楽しく元気なクラ
ブづくりを支援することを目指します。

 地区の行動計画

よりおおきなインパクトをもたらす
・クラブ戦略計画の立案と実行を推奨する
・ポリオ根絶活動においてロータリーとロータリアンが果たしている役割を広く伝える
・地区財団活動資金（DDF）を十分に活用することで、地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、
ロータリー平和センターの資金とし、地域社会および海外でのプロジェクトを増やす
・ロータリー財団とポリオ根絶のための寄付をふやす
・ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動人」キャンペーンを促進する

参加者の基盤を広げる
・既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進することで、クラブ員の増加を図る
・新しいクラブを結成する
・女性会員や40歳未満の会員の入会、またローターアクターのロータリークラブへの入会を促し、会員増
加を図る
・インターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員間およびほかのロータリー活動の参加者間の積
極的参加・協力を強化する
・「世界を変える行動人」キャンペーンを支援する

参加者の積極的なかかわりを促す
・クラブリーダー育成のため、RLI研修への参加を奨励する
・メディアとの関係を強化し、ロータリーとその活動を広報する
・地区ホームページを充実させ、地区並びに各クラブの活動を広報する

適応力を高める
・My Rotaryへの登録を奨励し、ロータリー情報の取得、ロータリークラブセントラルの活用を推奨する
・地区委員会組織･委員構成の見直しにより、地区運営の最適化をはかる
・ガバナー月信の電子化等により地区資金の軽減に取り組む
・地区事務所の一元化により地区運営の効率化をはかる

※行動指針については7月号P.10をご覧下さい。

国際ロータリー
第2730地区



項　　目 2019～2020（現在） 2020～2021（１年目） 2024～2025（５年目）

1 クラブ拡大（衛星クラブ含む） 68クラブ 69クラブ 72クラブ

2 小規模クラブの解消 20人以下16クラブ 20人以下13クラブ 20人以下０クラブ

3 人口当たり１／1,000人のロータリアン 2400人 2460人　毎年60名増 2,700人

4 女性会員
40歳未満会員

9.8％
1.５％

11％
２％

15％
５％

5 例会重視・出席率 81％ 85％ 95％

6 会員維持の重要性（研修会の開催）
クラブ研修リーダーの選任

多くのクラブ
18クラブ

全クラブ
全クラブ

全クラブ
全クラブ

7 RLI参加（研修の充実） 35クラブ 40クラブ 全クラブ

8 インターアクトクラブ
ローターアクトクラブ

29クラブ
23クラブ

30クラブ
24クラブ

34クラブ
28クラブ

9 ロータリー財団
年次寄付 １人当たり108ドル １人当たり110ドル １人当たり150ドル
ポリオ １人当たり12ドル １人当たり15ドル １人当たり30ドル
ベネファクタ̶ 17名 20名 25名

10 ポリオ根絶への取り組みロータリーカード利用クラブ
多くのクラブ
０クラブ

全クラブ
20クラブ

全クラブ
30クラブ

11 地区補助金グローバル補助金
21クラブ
０クラブ

23クラブ
１クラブ

30クラブ
５クラブ

12 米山記念奨学会 １人当たり10,547円 １人当たり11,000円 １人当たり15,000円

13 ロータリー賞への積極的チャレンジ ４クラブ 10クラブ 20クラブ

14 クラブ戦略委員会設置クラブビジョン策定
28クラブ
10クラブ

全クラブ
全クラブ

全クラブ
全クラブ

15
マイロータリー登録率
クラブセントラル活用率
マイロータリー登録推進者の選任

30％
30％
11クラブ

60％
60％
全クラブ

100％
100％
全クラブ

16 友好クラブ姉妹盟約クラブ
23クラブ
22クラブ

24クラブ
23クラブ

30クラブ
30クラブ

17 各クラブより地区委員１名以上選出 51クラブ 55クラブ 全クラブ

18 クラブ危機管理委員会設置 ０クラブ 全クラブ 全クラブ

19 クラブ定款細則の見直し 27クラブ 全クラブ 全クラブ

20 オンライン等による会議 － ガバナー補佐会議
部門長会議 可能な全ての会議

3

地区数値目標

地区数値目標（５ヵ年計画）

2730地区では、「地区ビジョン」「地区行動計画」を定め、これに基づき具体的地区数値目標を揚げ実現を目指す。
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部門長 就任挨拶

鹿児島サザンウインドロータリークラブ
川原　篤雄  Kawahara Atsuo

地区スローガンを道標に意識を
喚起し進んで考動を！

拡大委員会（鹿児島県）委員長　兼任

部門長 就任挨拶
　部門テーマと活動計画

かのやばら園

会員増強部門

新クラブを設立するための考動をする

①　鹿児島市内グループ内に２年前より準備中の新ク
ラブの認証状伝達式を７／６（月）に実施する

②　鹿児島東部グループの協力を得て曽於地区に新ク
ラブ（衛星クラブ含む）設立のための準備委員会
を設置する

③　宮崎県西部グループの協力を得て都城市水俣地区
に新クラブ（衛星クラブ含む）設立のための準備
委員会を設置する

増強については工藤博美委員長を中心に５年後、10
年後、地域に於いて各クラブが機能するよう若い男女
会員を増強する

※前提条件
COVID19及び自然災害等による中止延期変更あり

鹿児島西ロータリークラブ
古木　圭介  Koki Keisuke

不易流行の実践

クラブ管理運営部門

新型コロナウイルスはロータリー活動にも大きな影を
落しています。
風呂井ガバナーの標語「不易流行」に基づき、クラブ
のリーダーとして何をなすべきかについて、今年度は
特に苦慮されていることでしょう。コロナ禍の影響は
数々の課題をもたらしています。第一に経済的な影響
により「退会者」が増えていくことが懸念されます。
会員増強より退会防止が緊急課題になっています。
第二に今まで準備されてきたクラブ戦略計画の見直し
も出ててるでしょう。
ロータリーの柱である「職業奉仕」の在り方も時代の
流れで変わります。
もちろんロータリーの基本理念は変わるものではあり
ません（不易）。
このような時期だからこそポール・ハリスの創設期の
理念を再度学び、原点に返り、不易流行を実践してい
きたいものです。皆さんと知恵を出し合って風呂井ガ
バナーのもと、素晴らしいロータリー年度になります
よう期待しています。

鹿屋ロータリークラブ
田中　俊實  Tanaka Toshizane

趣味：ゴルフ（80歳でエージシュートを目指しています！）

不易流行
若い人への扉を開きましょう！

奉仕プロジェクト部門

今の若者は、奉仕を楽しみ、活動的でありたいと望ん
でいます。ロータリーは、奉仕プロジェクトを実施
し、やり遂げる機会を与え、その奉仕がもたらす持続
可能なインパクトを目で見ることができます。

今年度はRA、IAとその友人たちにロータリークラブ
の奉仕活動に積極的に参加してもらい、ロータリーを
理解していただき、ロータリーファミリーの輪を広げ
ましょう。

奉仕プロジェクト部門は、それぞれ立派な委員長がお
られますので、各クラブの奉仕活動を十分サポートで
きます。共に頑張りましょう。
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部門長 就任挨拶

延岡ロータリークラブ
尾形　栄  Ogata Sakae

趣味：音楽鑑賞・車・ドライブ・お絵描き

ロータリーエッセンスの共有と発信
公共イメージ委員会委員長　兼任

広報・公共イメージ部門

地区目標18項目の実現に向けて、特に【１】から
【14】迄の項目には公共イメージ部門が関わること
が多岐にわたって参ります。ロータリーの戦略的優先
事項と目的は、『より大きなインパクトをもたら
す』、『参加者の基盤を広げる』、『参加者の積極的な
関わりを促す』、『適応力を高める』です。それらを
革新的に推し進めていくには公共イメージ部門が関わ
ることがより多くなってきています。公共イメージ部
門の公共イメージ委員会、広報・IT（コミュニケー
ション計画）委員会、ロータリー情報誌委員会はロー
タリー指導者や各方面の方々のノウハウ、情報をアナ
ログとデジタル双方のツールを用途に応じて使用しク
ラブ、グループ、地区間で、よりスムーズで理解しや
すく利用しやすい環境を整備拡充してまいります。
ロータリアン、ロータリーを囲む人達へロータリー活
動を発信し続け、理解を得なければなりません。公共
イメージ部門の更なるご利用とご協力を宜しくお願い
致します。

ポリオ担当チームが新型コロナウイルス
への対応を支援

ポリオ根絶プログラムではこれまで、ポリオウイルス
の特定やワクチン配布キャンペーンを通じて大規模な
インフラを築いてきました。各国のポリオ根絶担当
チームは、このインフラを新型コロナウイルス
（COVID-19）への対応に活用することで、感染リ
スクにさらされやすい人、特にポリオ常在国の人びと
を新型コロナウイルスから守るべく支援に乗り出して
います。パキスタンやナイジェリアといった国では、
何十年ものポリオ根絶活動の経験が、政府による新型
コロナウイルス対策の支援に役立てられています。

宮崎北ロータリークラブ
長嶺　貴臣  Nagamine Takaomi

趣味：多種にわたって

普通寄付金を上げよう
米山奨学生選考委員会委員長　兼任

米山記念奨学委員会部門

米山記念奨学会は1967年財団法人になりまして53年
になります。1957年の財団設立準備委員会を立ち上
げて10年後のことです。それまでは有志からの特別
寄付に頼っていましたが、不安定な収入での財団設立
では認可が下りず、普通寄付として全国のロータリー
クラブに一定額のお願いをされ、これが固定化したこ
とで財団認証になったものと思われます。当地区でも
十数年前から普通寄付一人5,000円の目標を各ガバ
ナーが掲げてきておりましたが、まだ5,000円の目標
まで達していないクラブが48クラブほどございま
す。是非とも各クラブ普通寄付金の目標額を5,000円
以上にしていただき、現在5,000円以上のクラブは今
の目標値より上げていただきたいと思います。また、
個人の特別寄付やクラブの周年事業としての特別寄付
の方もよろしくお願い申し上げます。
今後ますますの米山記念奨学事業へのご協力をお願い
申し上げます。

宮崎北ロータリークラブ
押川　弘巳  Oshikawa Hiromi

趣味：旅行

全クラブで財団活動に取り組もう

ロータリー財団部門

財団活動の現況は多岐にわたっています。その中身と
しては、６つの小委員会（ポリオプラス：奨学・学
友・VTT：ロータリー平和フェローシップ：補助
金：資金推進：資金管理）等が各種委員会を組織して
事業を行っています。そして今や６つの小委員会の中
で活動の中心となっているものが、2013年に「未来
の夢計画」として構築された、財団の新補助金システ
ム（地区補助金・グローバル補助金）です。これによ
り、ロータリーの掲げる６つの重点分野（平和と紛争
予防・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・基本
的教育と識字率向上・経済と地域社会の発展）を中心
に、世界中で行う多様な奉仕活動に利用できる補助金
システムが誕生しました。今年度はこの奉仕活動の６
つの重点分野の申請方法を、すべてのクラブでいつで
も申請出来る様に、特化した勉強をしていきたいと考
えています。
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委員長 就任挨拶　委員会テーマと活動計画 かのやばら園

都城ロータリークラブ
長峯　基  Nagamine Motoi

▼ 会員増強部門 ▼ 会員増強部門

▼ 奉仕プロジェクト部門 ▼ 奉仕プロジェクト部門

▼ 奉仕プロジェクト部門 ▼ 奉仕プロジェクト部門

趣味：書道

地区スローガンを道標に
意識を喚起し進んで考動を！

拡大委員会（宮崎県）

・新クラブ結成の為の情報を収集し計画を立案します。

・新クラブ結成はガバナーの「任務」の優先事項であり、継続
性を確保するものとします。

・各ガバナー補佐、地区委員増強委員会との連携を強化すると
共に、エリアグループ毎のクラブ統廃合を研究します。

コロナウイルスによる今後のロータリー動静が不透明なまま、
2020-21年度に移行してまいります。特に会員増強においては経
済的な低迷の影響が大きく携わってくるものと思われ、過去と違っ
た増強委員会運営が望まれることであろうと思います。
１．各グループの増強活動組織化
２．女性会員・40歳未満の会員増強推進
３．退会防止対策

加世田ロータリークラブ
工藤　博美  Kudo Hiromi

趣味：ドライブ・磯釣り

夢と希望をもたらす会員増強

会員増強委員会

都城北ロータリークラブ
戸高　望  Todaka Nozomu

明るく、楽しく！

青少年奉仕統括委員会

青少年奉仕部門（IA．RA．RYLA．青少年交換）と学友会が円滑に連
携して安全に運営できるように、活動していきます。また、各委員会
の内容や活動状況を広報していきます。
各委員会事業の安全性を高めていきます。研修会等を利用して危
機管理の意識を共有・向上して、学生等の安全を最優先に委員会
事業を展開していきます。

地区内、海外のインターアクターとの交流を通じ、他人に対する思
いやり、リーダーシップ、国際感覚を身につけていただけるよう活
動してまいります。
・九州４地区インターアクト委員会議（鹿児島）
・第８回全国インターアクト研究会（山形）
・韓国第3661地区インターアクト国際交流（受入）
・地区インターアクト・RC・顧問研修会（都城）

宮崎南ロータリークラブ
安川　潔  Yasukawa Kiyoshi

趣味：バイクツーリング

友情のネットワークを広げよう!!

インターアクト委員会

国分ロータリークラブ
吉留  幸文  Yoshidome Yoshifumi

趣味：ドライブ・ツーリング

温故知新～ラシクタノシム～

ローターアクト委員会

・熟練者が少なく新しいメンバーが多くなって来ましたので、今ま
での活動を知ったうえで、新しい意見や着眼点をどんどん取り入れ
て挑戦していくとともに、活動を活発化して新しい事・物・人を取り
入れさらなる挑戦をしていこうと思います。
・定款細則が変更になり、年齢制限が撤廃になりました。現在在
籍しているメンバーで今後も活動できる方は、活動を継続してより
一層頑張っていただきたいと思います。

青少年交換活動のお手伝いをさせて頂き、５年目に入ります。米国の学
校卒業の経歴により、ロータリー入会と同時に地区青少年交換活動の
お手伝いも並行して始めさせて頂きました。
残念ながら、本年度の青少年の派遣や受入は中止となりましたが、次年
度に向け、（財）日本青少年交換多地区合同機構（RIJYEM）の方針など
をご指導頂きながら、委員会のメンバーと協力してお手伝いを進めて
参りたいと思います。

都城北ロータリークラブ
榎木　敏浩  Enoki Toshihiro

趣味：英語

青少年に機会の扉を開き続けよう

青少年交換委員会
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▼ 奉仕プロジェクト部門 ▼ 奉仕プロジェクト部門

▼ クラブ管理運営部門 ▼ クラブ管理運営部門

▼ クラブ管理運営部門 ▼ ロータリー財団部門

▼ 奉仕プロジェクト部門 ▼ 奉仕プロジェクト部門

鹿児島ロータリークラブ
名島　博  Najima Hiroshi

趣味：麻雀

緊急対策と向き合う

社会奉仕委員会

１．８月頃開催予定の地区社会奉仕委員会で新型コロナ対策の中、ロータ
リー社会奉仕委員会がどう行動するかを討議する。同時に各クラブ社
会奉仕活動のアンケートに基づいてRLI方式でディスカッションする。

２．年末の献血をロータリー家族に要請する。
３．ロータリー地域社会共同体（RCC）の設立を、各ロータリー
クラブに要請する。

４．各クラブの奉仕活動の充実の為、補助金活用の要請。

延岡東ロータリークラブ
田島　幹洋  Tajima Mikihiro

趣味：ゴルフ・海外旅行・楽器収集・演奏

ロータリーは国際交流の機会の
扉を開く

国際奉仕委員会

１．地区内クラブの海外姉妹・友好クラブ締結支援・協力
２．６つの重点分野についてクラブに於ける活動の支援・協力
３．グローバル補助金・地区補助金（海外奉仕）事業の支援・協力
４．台湾・台北国際大会の参加推進
５．韓国・台湾姉妹地区との交流並びに地区大会参加
６．新型コロナウイルス感染拡大防止に於ける
　　海外での感染状況・出入国・各国への渡航情報等の発信

加治木ロータリークラブ
鈴木　俊二  Suzuki Shunji

趣味：ドライブ・グルメ・浜田省吾

さらなるRYLAの充実とライラリアン
の設立を目指す！

RYLA委員会

１．鹿児島東南RCと西都RCをホストにRYLAを実施します。
２．講師は再度元日本ハムコーチ白井一幸氏で進めています。
３．研修参加者は両会場とも上限30名程度とします。
４．ライラリアン（RYLA卒業生）の設立を進めます。
　　将来の運営はライラリアンで行いたいと考えます。
５．次年度は3482地区へ参加します。次々年度のホストは宮崎
地区「西部グループ」　鹿児島地区「東部グループ」です。

奄美ロータリークラブ
福永　健一  Fukunaga Kenichi

趣味：旅行（見聞録）　特技：料理（アドバイザー）

職業奉仕で社会（国際）貢献

職業奉仕委員会

基本方針：「魅力あるロータリーの職業奉仕をめざすために」
ロータリアン、クラブ間交流による、地域経済浮揚によって、ロータ
リアンの増大を図る。
活動計画：ロータリアンが職業に誇りと愛情を持って、社会に奉仕
貢献できるようにするために、ロータリーの金看板とも言われる職
業奉仕を紐解いていく勉強会を開催します。

出水ロータリークラブ
中熊  良定  Nakaguma Yoshisada

趣味：旅行・ゴルフ

笑顔あふれるロータリーを目指して

クラブ管理運営（クラブ奉仕）委員会

・クラブの活性化は会長、幹事の熱意で決まります。
・クラブのIT化を図り、マイロータリー登録率60％を確保し
てください。
・クラブの戦略会議を必ず開催して、５年後のクラブビジョン
をはっきりと示してください。変化に対応できるクラブを目
指してください。
・研修の充実を、RLI方式等を参考にして行ってください。

「クラブで取り組みたい重要な問題は何ですか？」
戦略的課題とは戦略的計画の立案を促すものであり、具体的な
解決策や決定を必要とするものです。戦略計画においてどのよ
うな課題に取り組みたいのか考えましょう。
■戦略計画の立て方
①クラブの現状を分析する　②クラブのビジョン声明を作る
③戦略的優先事項を定める　④年次目標に向けた進捗を確認する

延岡中央ロータリークラブ
津野田  兼吾  Tsunoda Kengo

趣味：各種楽器演奏・スキー

温故知新

クラブ戦略計画委員会

日向ロータリークラブ
柏田　直俊  Kashiwada Naotoshi

クラブ研修リーダーをサポートします。

クラブリーダー養成研修委員会

１．上期・下期にクラブ研修リーダーおよび入会３年未満の会員
を対象としたセミナー研修会をそれぞれ各一回実施する。

２．友委員会と連携し、ロータリーを識る研修会（仮称）の開催。
３．セミナー研修会を充実したものとするために、安満ＰＧ及
び当委員会のメンバーでの委員会打合せを行い、委員会内
部での十分なテーマ掘り下げと情報共有を図る。セミナー
研修会にあわせて、上期、下期それぞれ二回ほど実施する。

１．寄付金ゼロクラブの解消
２．年次寄付一人150ドル
３．ベネファクター　各クラブ２名以上達成
４．ポール・ハリス・フェロー　各クラブ２名以上達成
５．ポール・ハリス・ソサエティ　地区内３名以上達成
上記の目標達成のために寄付の意義を高める啓発活動推進
地区補助金の有効利用と活用の推進

佐土原ロータリークラブ
藤堂　孝一  Todo Koichi

趣味：ペット飼育（トイプードル）

財団資金（寄付）の目標達成に向け
て推進していく

財団資金推進委員会
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▼ ロータリー財団部門 ▼ ロータリー財団部門

▼ ロータリー財団部門 ▼ ロータリー財団部門

▼ 米山記念奨学会部門 ▼ 米山記念奨学会部門

▼ 広報・公共イメージ部門 ▼ 広報・公共イメージ部門

鹿児島西ロータリークラブ
南　徹  Minami Toru

趣味：スキンダイビング

世界に学び、古里にその知恵を還元
できる人材を発掘すること

ロータリー平和フェローシップ委員会

鹿児島大学、宮崎大学を拠点とするロータリークラブのみなさんと
意見交換を図りながら、平和フェローとして推薦できるような人材
を発掘検証し、選抜できるように努めて参りたいと思います。
さらには、両大学に限らず、2730地区地域内に学ぶ学徒の中か
ら、目的に適うような人材を募集し、地区が誇りを持って推薦でき
るような人材を模索して参りたいと思います。

出水ロータリークラブ
阿多　優二  Ata Yuji

趣味：ジョギング・読書

財団における資金の管理を部門長以下、
関連委員会と連携し推進すること

財団資金管理委員会

新しい委員会ですので委員間の交流を図ります。
補助金管理セミナーの実施を支援します。
財団関連委員と連絡を密にして資金管理を徹底します。
補助金関連活動での資金の悪用や不正がないよう調査します。
年次財務評価が適切に行われることを確認します。

鹿児島ロータリークラブ
谷口　学  Taniguchi Manabu

趣味：旅行・柔道

「今出来ることを考えよう」

補助金委員会

コロナウイルスの発生で、各企業も大なり小なり影響がおありと想
像しております。今だからこそ我々ロータリアンが出来ることを考
える時です。
補助金の活用を十分に理解して実行に移す時です。
各クラブが補助金について話し合ってください。

鹿児島サザンウィンドロータリークラブ
中村　聡  Nakamura Satoshi

趣味：温泉めぐり・自転車

知ってもらい活動を起こしていただく

ポリオプラス・ロータリーカード委員会

１．ポリオプラス　　世界でよいことをしましょう！
ポリオ根絶にむけて、地区会員一人あたり　30ドル目標
世界ポリオ撲滅推進運動（GPEI）は、WHO UNICEF 各国政府（日本
含む）の協力で行われています。GPEIは、ロータリーが中心の設立。

２．ロータリーカード　各クラブ１枚つくりましょう
そして人頭分担金をカードで支払ってみましょう
（カード利用の0.3％がポリオ撲滅へ）

鹿児島城西ロータリークラブ
濱田　紘一  Hamada Koichi

趣味：ゴルフ・麻雀

会員として自覚の元、平等に
御負担下さい。

米山寄付推進委員会

１．全会員１人年間普通寄付5,000円（義務）と、特別寄付
10,000円以上（任意）で御協力下さい。

２．地区目標の出席、親睦、寄付がロータリーの原点です。
３．当奨学会では、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、将

来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって、国際社会で活躍し、
ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成することです。こ
れはロータリーの目指す「平和と国際理解の推進」そのものです。

宮崎北ロータリークラブ
柳川  昌理  Yanagawa Masamichi

趣味：極真空手・料理

世代と国境を越えた交流を深め、
世界平和に寄与致します。

米山学友委員会

活動計画：国際理解と相互理解を深め、学友会の定期的な活動を
支援致します。学友会の活動への参加を促し、交流を含め学友生と
現役奨学生を支援致します。
年間スケジュール
・偶数月の第２日曜日に例会開催
・地区大会への参加の呼びかけ
・他地区の学友会との交流・各イベントへの企画・参加推進

宮崎北ロータリークラブ
安達　龍大  Adachi Tatsuhiro

趣味：ドライブ・映画鑑賞・読書・パソコン

広報戦略において、行動計画に
基づくロータリー活動等の発信

広報・IT（コミュニケーション計画）委員会

広報・IT（コミュニケーション計画）委員会は、戦略計画の一環とし
て立てられた広報戦略において、行動計画に基づくロータリー活
動等の発信が、地区内の広報・公共イメージ向上活動に合わせて、
よりスムーズに行われるように、デジタル面からサポートして活動
を進めます。
そのために、同部門内、他委員会と、密接に連携を図り、その中か
ら、ＩＴ部分に特化した委員会として活動をして参ります。

きもつきロータリークラブ
川添　大  Kawasoe Hiroshi

趣味：ランニング・音楽鑑賞・ドライブ・写真

ロータリーエッセンスの共有と発信

ロータリー情報誌委員会

皆様には「ロータリーの友」「ガバナー月信」を精読していただき、各クラ
ブ活動への活用をお願いします。また、「ロータリー文庫」の活用に加え、
情報研究会、百科事典、財団、ポリオプラス、ラーニングセンター、ロー
タリー源流の会、環境省cool choice NEWSなどを紹介してまいりま
す。
各クラブの担当委員の皆様には、例会等で、読みどころや、ウエブ情報
を紹介していただき、よりスムーズで理解・利用しやすい環境を整備し
ていきます。
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鹿児島西ロータリークラブ
深尾　兼好  Fukao Kenko

趣味：料理・水墨画・仏刻

「ロータリーの友」誌をクラブの
活性化に活用する。

ロータリーの友委員会

集えない、触れ合えないという新しいライフスタイルの中で、我々
ロータリアンは、「友」を媒体として情報を交換し、仲間としての絆を
護らなければなりません。新しく開設された「Ｒの友委員会」は地区
のクラブ情報を収集・発信するとともに、「友」の熟読を推進し、世界
の、日本の動き、の共有を図ります。活動計画としては「友を活用し
たクラブの活性化セミナ」の実施。10分で読めるブログ「今月の読
みどころ」を毎月地区HPに貼り付けます。

加治木ロータリークラブ
岩澤　浩二  Iwazawa Koji

趣味：音楽・料理

学友会の基礎作り

ロータリー学友委員会

学友会は、地区内の青少年部門と一緒に全員で青少年フェスタを
行うことが出来る様になる為に、部門の行事活動に参加し、各自の
意識を高め、意欲を持って取り組む姿勢を作り上げることにありま
す。そうなるまでには、まだ時間が掛かります。学友会自身で指導
訓練を行える学友会にし、どこでも対応が出来る体質にして行きた
い。経験と時間が必要ですが、将来に繋がる青少年の奉仕だと計
画実行して行きます。

ロータリーのクレジットカードは、お買い物に利用するだけでポリオ撲滅活動を支援できます。また、
このカードを使えば使うほど、多くの人にロータリーを知ってもらうことができるでしょう。

ロータリーのクレジットカード・プログラム
カード利用金額に応じて、ポリオ撲滅の活動資金を支援できます（利用者本人に追加の負担は一切かかり
ません）。2000年にこのプログラムが開始されて以来、既に860万米ドルが財団に寄付され、そのうち
360万ドルがポリオ撲滅活動に役立てられました。

日本のロータリー・クレジットカード
世界に先駆け、「ロータリー ダイナースクラブ カード」がご利用いただけます
クラブや地区、そして地区委員会の経費や支払いを決済できる国際ロータリー初の法人カードが日本から誕生。
◆ご利用額の0.3％がポリオ撲滅の活動資金となります。
◆研修や例会費用、RI経費やご寄付、事務所経費等のお支払いにもご利用いただけます。
◆年会費無料、手数料は一切掛かりません。

鹿児島西ロータリークラブ
深尾　兼好  Fukao Kenko

趣味：料理・水墨画・仏刻

ロータリーを識って好きになろう

第8期RLI運営委員会

無理に詰め込むセミナ̶形式ではなく、討論の中でロータリーを理
解し、活動に対するモチベーションを上げようというのがRLIです。
第８期は８月末にパートⅠ、11月末にパートⅡ、来年３月初めにパート
Ⅲ、その前に各パートDL研修を実施します。今年度は、再び鹿児
島、宮崎が一つになって都城での開催となります。会長、幹事初め
クラブ研修リーダーの各エレクトは本より、もっとロータリーを識っ
て好きになりたい方の参加を求めます。

ロータリーのクレジットカード

かのや「ばら」と「海」フォトコンテスト　入賞作品より（鹿屋市主催）
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クラブ会長 就任挨拶　クラブテーマと活動計画 かのやばら園

日向 ロータリークラブ

日髙　秀和  Hidaka Hidekazu

趣味：将棋（97年日将連香港支部２段）
 　　　 ロードバイク（100㌔エンデューロ完走程度）

クラブ60周年事業を楽しもう

コロナ禍の影響が続いておりますが、下記①・②の実施・成功
③の達成を目指します。

①　前年度から順延となった弊クラブ６０周年事業
②　例年行事のポリオ根絶チャリティー
　　「７thボジョレー飲んでEnd Polio Now
③　楽しい例会運営・２期連続の会員純増

延岡東 ロータリークラブ

山本　秀輝  Yamamoto Hideki

趣味：バイクツーリング＆キャンプ

参加と関わりを持って、
この絆をさらに深めよう。

私たちは、新型コロナの影響で例会が休会となり、改めて例会の大
切さ、対面する喜びに気付かされました。その気持ちを持って例会
等へ参加をすることが『機会の扉を開く』ことになると思います。そ
して、ロータリーを楽しむことが、退会防止や会員増強にも繋がっ
ていくと考えます。「参加と関わりを持つ」という考え方で、親睦と
学びの場を広げ、奉仕するクラブづくりを進めていきたいと考えて
います。

延岡 ロータリークラブ

岸上　和男  Kishigami Kazuo

趣味：ゴルフ

正しいアプローチでロータリーに
積極的な参加を

１．会員増強、会員維持81名目標とする
２．例会の充実を図る
３．クラブ、地区各種行事、国際大会への積極的な参加を促す
４．ポリオ撲滅への積極的な支援を行う
５．財団、米山への寄付を行う
６．公共イメージ向上にむけての支援を行う
コロナ禍に負けない様ロータリーに対し、正しい姿勢で臨み、
ロータリーの原点である職業奉仕の実践を

日向東 ロータリークラブ

江川　昌義  Egawa Masayoshi

趣味：ジョギング・読書

楽しく！美味しく！身になる！例会!!!

１．【例会の充実】例会の充実を最重点テーマと考え、プログラ
ム委員長、幹事と綿密に打合せ、１年間を通じて例会内容を
充実させます。

２．【会員増強と退会防止】純増２名（うち女性会員１名以上）を目指
すと共に、若手会員の退会防止のためメンター制度を導入します。

３．【戦略会議の推進】長期的なクラブの在り方や５年後までの
会長予定者を討議する戦略会議を開催します。

①例会の充実を図り「異体同心なれば万事を成ず」をモットーに年
代を超えて友情の輪と奉仕の心を大切にする。②公共イメージに
おけるロータリーのイメージアップ。広報活動の周知③会員が満足
出来るクラブ作り。会員の増強と退会防止につとめる。④米山や財
団への協力・理解を広げる。⑤出席率の向上。メークアップで補填
する。⑥友好クラブとの交流。福島県いわき平中央RCと国際大会
が行われる台湾宜蘭西RCとの関係強化。

延岡中央 ロータリークラブ

吉田　静正  Yoshida Josho

趣味：家族サービス

感謝の心で奉仕と友情の輪を広げよう。

日向中央 ロータリークラブ

那須　一徳  Nasu Kazunori

趣味：ゴルフ

楽しく意義あるクラブ活動に友人を
誘いロータリーを広めよう

１．会員増強、退会防止
・会員一人一人が例会や奉仕活動に友人（若い世代、女性）を誘う
ことに積極的に取り組む。会員同士のコミュニケーションをはかる。

２．クラブ活性化
・例会の充実、会員卓話や外部卓話、継続事業の推進、新
しい企画の立案実施、会員・家族・友人を含めたレクリ
エーション等の開催
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私共門川RCは、会員８名の少数クラブではありますが、家族的な
雰囲気のクラブであり、強い絆で結ばれている会員の集まりです。
今年度もRI会長テーマ、ガバナーの地区スローガン、そしてロータ
リーの基本に対して忠実に、出来る事を全力で取り組みます。
クラブ活動方針
①会員増強　　　　②例会の充実と活性化
③奉仕活動の充実　④財団への理解と協力

門川 ロータリークラブ

島田　国雄  Shimada Kunio

趣味：ゴルフ・詩吟・山歩き

つなげよう　感謝の心で
クラブの絆を!!

宮崎北 ロータリークラブ

菅沼　龍夫  Suganuma Tatsuo

趣味：旅行・読書

一期一会を大切に！

昨年、50周年事業を成し遂げた力を糧に、青、壮、老の世代を越え
た会員の英知を結集し、多くの会員が満足できる充実した例会運
営を心がけます。ロータリーの中核的価値観を基盤とし、親睦を深
め、志を強め、お互いに高めあう仲間意識をより一層醸成するとと
もに、多様な会員の獲得に努めます。新型コロナ感染症の先行き
が不透明ではありますが、会員、家族の健康を第一に、五大奉仕活
動を実践し、公共イメージの向上を図ります。

宮崎南 ロータリークラブ

川村  雅宣  Kawamura Masanobu

趣味：ゴルフ

ワンチームで協力しあい人間性を
高めよう

RI会長の「ロータリーは機会の扉を開く」色々な機会に向き合い、積
極的にチャレンジしていきます。戦略会議を１回でも開き、５年後の
クラブ運営のビジョンを語り合います。既存会員の維持・女性会員
や40歳未満の会員入会推進純増２名以上増強します。インターア
クト・ロータアクトクラブ・ライラ・青少年交換・米山奨学生等青少年
の育成を支援し心豊かな人材を育てます。色々なクラブ研修に参
加し、親睦を深め、価値ある奉仕を通じて実りある人生にします。

宮崎 ロータリークラブ

山田　俊介  Yamada Shunsuke

趣味：ゴルフ・バイク・スキューバダイビング

伝統の堅持、変化への適応、
さらなる発展

クラブの伝統を守りながら時代や環境の変化に柔軟に対応しクラ
ブの活力を維持増進します。
１．職業奉仕賞贈呈式の挙行（60年近く続いているメイン事業）
２．会員増強（特に女性会員、若い会員の増強）
３．姉妹クラブ交流（山形ロータリークラブとの交流）
４．OB交流会（東京、大阪、福岡の元会員との交流）
５．各種親睦会の活性化（ゴルフ会、ワインの会、焼酎の会等）

宮崎西 ロータリークラブ

松本　純明  Matsumoto Yoshiaki

趣味：旅行・ゴルフ

「親睦の西」の伝統を揺るがすこと
なく、「変化に適応するクラブへ」

クラブ活動方針
１．親睦をもとに会員相互の理解と信頼を深める
２．変化に適応するクラブづくりを模索し、クラブビジョンを
策定していく

３．出席率の向上
４．ロータリー財団・米山奨学会の支援を行う

高鍋 ロータリークラブ

長谷川 修身  Hasegawa Osami

高鍋RC
ブランドの確立を目指そう！

活動計画（重点目標）
・RIテーマ、地区目標の理解と周知、そして実現。
・明るく楽しく充実した例会を運営する。
・会員数の維持拡大。
・長期戦略の作成（50周年に向けての行動計画）。
・第14回高鍋ロータリークラブカップミニラグビー大会主催。

１．コロナ禍の中にあっても、会員同士の交流等によりロータ
リアンであることの意義を再認識し、活動を継続します。

２．ロータリーのコアバリューを理解し、活気ある例会を行い
ます。その為に発言者を増やし、傍観者がいない活発な例
会を目指します。

３．会員が増えれば地元での存在価値が上がり、会に力がつい
てきます。全会員が最低１名新会員の紹介を必ずします。

西都 ロータリークラブ

中野　徹  Nakano Toru

趣味：ドライブ・手話

ロータリー継続と価値を知り増強する。

宮崎中央 ロータリークラブ

小村 賢一郎  Komura Kenichiro

趣味：ゴルフ・登山

相互理解

いま世界は誰しも予想していなかった状況に陥っています。身近な
友人たちもそうです。今こそロータリーの真価が問われる時なのか
も知れません。
各々のロータリアンがお互いの立場を理解し、絆をより強固なもの
にしていくことが、恒久の平和をもたらす最良の策だと考えます。
その為にも１年間しっかり任務を全うしたいと思います。
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１．ロータリーは機会の扉を開く、着実に仲間を増やします
２．基本を軸に変化に柔軟に適応向上するクラブに！
３．コロナ以前の日常の有り難さに感謝し、新様式の生活の厳
しい中で例会、恒例行事をワンチームでのりきります。

４．和やかで楽しい例会を目指します。
５．将来を展望するため戦略会議を立ち上げます。

佐土原 ロータリークラブ

鬼塚　圭司  Onitsuka Keishi

趣味：釣り

コロナに負けてたまるか！
共に頑張ろう。

都城 ロータリークラブ

温水　玲子  Nukumizu Reiko

趣味：温泉あがりにビール一杯が何よりの楽しみ

自己成長は例会とともに…
そして奉仕へ

伝統と歴史ある都城ロータリークラブ初代女性会長として下記
を計画し活動していきます。
「自己成長は例会とともに…そして奉仕へ」
・例会はいつも楽しく、出席して良かったと思える例会にする
　例会は出合い、学び、親睦の場です
・会員増強、純増２名以上
・インターアクト・ローターアクトの会員増強の支援

小林 ロータリークラブ

恒松  和廣  Tsunematsu Kazuhiro

趣味：乗馬・空手

ひとりがみんなのために、みんなが
ひとりのためにがんばれる。

１．2020年～2021年度地区目標の推進
　・各委員会で該当する項目を活動とする。
２．社会奉仕シンポジウムの実施
３．例会の実施と活性化（会員100％参加を推進する）
４．三好ロータリークラブとの友好関係の構築
　・三好ロータリークラブ60周年記念式典に参加
５．小林ロータリークラブ60周年記念式典の実施

宮崎東 ロータリークラブ

山口　登幸  Yamaguchi Noriyuki

趣味：野球

会員増強・会員維持・楽しい例会を！

１．女性会員を増やす
２．40歳未満の会員の入会推進を目標とします。まずは10名増員する事を目標に
その為の方策
１．東ロータリークラブの例会に体験見学者を増やす活動を実施します。
２．例会の時、楽しい食事を実施して、参加者に入会を勧誘します。
３．参加者に会の国際交流や連携活動などの意義を理解していただきます。
少しでも興味のある方のご紹介を歓迎いたしますとともに、皆様のご支
援をよろしくお願いいたします。

宮崎アカデミー ロータリークラブ

金岡　保之  Kanaoka Yasuyuki

趣味：テニス・英会話

伝統と革新のクラブづくり

クラブのテーマを『伝統と革新のクラブづくり』と致します。私は
ロータリークラブに入会して早20年が経ちました。ロータリーを通
じて数多くの学びや成長の機会を頂きました。それは親睦と奉仕の
精神を重視するロータリーの伝統から来るものです。一方、世の中
の急速な変化に適応する為にクラブの革新も必要です。良き伝統
を守りつつ、新しいものを柔軟に取り込み、進化の為のクラブづく
りを会員全員と共に行って参ります。

都城北 ロータリークラブ

中原　正暢  Nakahara Masanobu

趣味：野球

「Rotarian, be ambitious!」
～ロータリアンよ　大志を抱け!～

１　【戦略計画の推進】
２　【会員の親睦・維持・増強・研修】
３　【新世代（青少年）育成の推進】
４　【公共イメージ向上にむけて】
５　【ロータリーデーへの参加】
６　【奉仕活動推進のための寄付等の推進】
７　【各種大会への積極的参加】

このたび二年続けての会長となりました。
会員の減少と高齢化に歯止めがきかない現状を打破すべく、入会
した時の感激を思い出して、仲間と語り、学び、行動する喜びを体
験しましょう。仲間を増やしましょう！
「例会に来てよかった。ロータリー活動は楽しい」と感じてもらえる
ように、会長として例会の充実に全力を傾けます。友人を誘いたく
なる環境作りを致します。

えびの ロータリークラブ

石坂  乃里子  Ishizaka Noriko

趣味：合唱・読書

原点回帰：ロータリー活動の楽しさ
を味わいましょう

都城西 ロータリークラブ

外山　俊明  Toyama Toshiaki

趣味：魚釣り・ゴルフ

楽しいロータリークラブ

RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」を受けて、ロータリーの会
員と知り合う機会ができた喜び、奉仕をする機会ができた喜び、そ
してその喜びをこれから入会される人たちに伝えるためにはロータ
リーが楽しくなければならないと思います。それにはどのような方
法があるか、どう在るべきか、という事を今年度またその先も続け
て会員みんなで考えるための目標として、「楽しいロータリークラ
ブ」としました。
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日南 ロータリークラブ

村岡　俊宏  Muraoka Toshihiro

趣味：旅行

変化への対応そして創造

変化を受け入れ、変化に対応できるクラブを目指します。
そして地域社会に奉仕できるクラブを目指します。
１．現会員を維持し、会員同士の絆を強くしていきたい。
　　女性会員や若い会員を募りたい。
２．奉仕プロジェクトの実施《青少年育成の推進》
　「わかば奨学金の実施」　「高校生就職支援セミナーの開催」
　「少年野球大会の開催」
３．クラブビジョンの策定　将来を見据えての戦略会議の開催

日南中央 ロータリークラブ

門口　厚  Kadoguchi　Atsushi

趣味：釣り、空手

地域と共に活動する

入会してまだ数年です。奉仕、親睦、自己研鑽、思いやり、友情等々
ロータリー用語の日本語にやっと耳慣れてきたところです。
ロータリーは、こんなに沢山の事をやるのかと驚いています。私は
定年後アルバイトをしながら7月までは赤十字の地域の委員長を
やらせて頂いていました。クラブは今年も川祭り、川と友達になろ
う等の行事をインターアクトやボランティアの方々と共に計画して
います。一年間ご指導をお願いします。

都城中央 ロータリークラブ

三坂  幸一郎  Misaka Koichiro

趣味：力持ち（初めて書いた？）

「希望の道をつなごう
 （Hope Light Our Way）」

昭和39年前回の東京オリンピックが開催された年に生まれ、56年
後の2020年に会長をさせて頂けるのも、扉を開いてくれた方々の
おかげ、との感謝の心を持って会長を務めさせて頂きます。
昨今の新型コロナの影響で、会長年度にオリンピックが開催される
ことは無くなりましたが、希望の道をつなぎ、次年度への扉を確実
につないでいきたいと思います。「希望の道をつなごう（Hope 
Light Our Way）」一年間宜しくお願いします。

2730ジャパンカレントロータリーＥクラブ
ロータリークラブ

今柳田 幸代  Imayanakita Sachiyo

趣味：美味しいドリップコーヒーのいれ方を追求中

魅力あるクラブを目指して 充実した例会 意義あるプロジェクトの実施
～人を誘い　生涯続いていく友人をつくろう～

創立７年目に入りました。クラブの良さ（WEBでつながれる、RAC経験
者が多数在籍）を活かし、より魅力あるクラブを目指して以下のことに
取り組みます。
「①現会員が魅力的だと感じるクラブ運営」「②地区補助金を活用した
青少年育成を目的としたプロジェクトの成功」「③会員増強委員会を中
心に、全会員で取り組む会員増強に向けた具体的な行動」ロータリーを
楽しみ、生涯の友人となる仲間を増やしていきます！

串間 ロータリークラブ

日髙　健次  Hidaka Kenji

趣味：ゴルフ

５年後のクラブを想像して

今のクラブの会員数及び平均年齢を考えますと、今回のコロナ問
題の様な突発的な困難状態に陥った場合、クラブの存続すら危ぶ
まれる現状を考え１年をかけて５年後のクラブの在り方を想像し、
それに向けて会員一人一人の意識改革及び環境整備に力を入れ
ていきたいと思っております。

ロータリーで不変なもの、「ロータリーの目的」「四つのテスト」「中核的価
値観」についての理解が不足していると感じているので、各例会におい
ては、これらについて、例会ごとにテーマを設けて皆で語らって学びた
いと思います。また、特に価値ある奉仕のなかの「職業奉仕」について語
らって学び、さらには、趣味、家族、健康と病気等テーマを設けて、語ら
い、遊び、学べる機会をつくりたいと思います。例会の充実が現状会員
維持、増強につながる道と信じて取り組みたいと思います。

小林中央 ロータリークラブ

小堀　正己  Kobori Masami

趣味：家庭菜園・孫守

皆で語らい、遊び、学ぼう。

かのや「ばら」と「海」フォトコンテスト　入賞作品より（鹿屋市主催）
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宮之城 ロータリークラブ

坂口　茂樹  Sakaguchi Shigeki

趣味：DIY

「明るく楽しいロータリー」をクラブ
テーマとして活動します。

「明るく楽しいロータリー」をパーソナルスローガンとして２年目に
入ります。会員数の少ない当クラブですが、気持ちの通う会員達で
す。①「献血運動」、②高校生就活応援の「就職模擬面接」、③イン
ターアクトと合同でさつま芋の苗の植付けから始まる「子供達への
贈り物、芋掘り収穫祭」が活動のメインとなります。幼児や少年少
女から大人全ての方々と交流を図りながら、ロータリーの素晴らし
さを伝えてまいります。

加治木 ロータリークラブ

笹山　義弘  Sasayama Yoshihiro

趣味：ゴルフ・アコースティックギター・社交ダンス・カラオケ

加治木クラブらしさ「オンリーワン」を
構築しながら「プラスワン」を目指そう

コロナウイルス対策で長期の休会を経験した事から、クラブの維持
の在り方など「改革元年」とします。「入りて学び、出でて奉仕せよ」
の教えに基づき、例会を楽しく会員にとってより一層関心のあるも
のとしていきます。クラブ会員及びクラブとして短期長期の目標を
明確にして、職業人或いは社会人として友愛に満ち、充実した「奉
仕実践」を奨励してまいります。併せて女性会員を含め会員増強に
努めてまいります。

川内 ロータリークラブ

影山　俊二  Kageyama Shunji

趣味：ゴルフ

伝統の継承と変化への対応

RI会長のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の推進を掲げ、せっ
かく入会していただいたメンバーにとって有意義なクラブになるこ
とを目指し、歴史ある川内ロータリークラブとして、クラブの基盤と
なっている伝統と時代に即したクラブの有様との融和を図っていき
ます。

串木野 ロータリークラブ

鏑流馬 祐二  Yabusame Yuji

趣味：ドライブ・温泉

コロナに負けない

本年度前半は、人を集める事業は思うように行えないと考えられま
すが、何とか工夫して、規模を縮小してでも行っていきたいと考え
ています。そして後半は予定の事業が行えることを望んでいます。
またロータリーの活動も重要ですが、会員の中にコロナの影響を受
けている方々もおりますので、これらのメンバーの生活や活動につ
いてもサポートできるよう、一丸となって対応していきます。

出水 ロータリークラブ

田上  真由美  Tanoue Mayumi

趣味：読書・イベント司会

つなげて育む

・会員相互の親睦と例会の充実。
・これまでの伝統を守りながら、現状に適した事業の実施。
　　・新世代のための会議
　　・女子中学生バレーボール大会
・母子の健康と、子どもたちの未来を守る。
・ピンチをチャンスに！

１．クラブの細かな部分の変更を進めて行きます。
２．長期計画委員会の立上げを実施します。
　（グローバル補助金に向けての具体的な行動を始める）
３．会員増強と定着の向上を目指します。
４．ストレスの無いクラブ運営をしていきます。

阿久根 ロータリークラブ

外園　生一  Hokazono Seiichi

趣味：車

クラブの変革と長期計画の策定

大口 ロータリークラブ

迫田　辰郎  Sakoda Tatsuro

趣味：ゴルフ

地域で輝くロータリーにしたい

１．従来の奉仕活動である、献血の支援・交通安全立哨・伊佐
農林高校での模擬面接・東日本大震災のためのチャリティー
音楽祭等の活動に努めます。

２．インターアクター・ローターアクターとの親睦の機会を多
く設けます。

３．ローターアクトクラブ、及び米山財団への会員の理解を深
め、より一層の協力が出来るように努めます。

我クラブは、世代もロータリー歴も様々な会員がうまく調和し一致
団結して活動に取り組んでおり、家族の協力も素晴らしいものが
あります。つまり、「笑顔で手を繋げている」状態です。今年度はメイ
クアップや研修会への参加にさらに力を入れ、「ロータリーは人生
を豊かにする」ということを全会員が実感し、それがクラブの発展・
会員増強に繋げられるよう活動していきます。
私も会員も機会の扉へ踏み出せるよう努めてまいります。

薩摩川内 ロータリークラブ

管木　かおる  Kudaki Kaoru

趣味：サンキャッチャーの手作りと鑑賞

笑顔で手をつなぎ
機会の扉へ踏み出そう！
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鹿児島南 ロータリークラブ

田中　紀充  Tanaka Norimitsu

趣味：剣道

ロータリアンなんで！

「テーマ卓話」（年間10回）WithコロナからAfterコロナの時代へ
「スポーツで地方創生～スタジアム・アリーナ・街創り～」。日常を取
り戻すために経済の回復が優先されます。幸いスタジアム・アリー
ナ建設は足踏み、本当に必要な施設をゆっくり考える時間ができま
した。施設建設が鹿児島の街、文化を変えていく、創っていく、そこ
に興味を持ち少し参加してみたい。なんでそんなことをするの？
「ロータリアンなんで！」

鹿児島西 ロータリークラブ

川畑　宏二  Kawabata Koji

趣味：旅の情報収集・ワークアウト

温故知新・ロータリーを楽しもう

・２年後に迎えるクラブ創立60周年記念の年度へ向けて周年
事業実行委員会の活動を始動します。
・40年以上継続しているクラブ独自のRLI方式の学習会が500
回を迎えます。日本のロータリー100周年を機に温故知新で
歴史を敬いアフター・コロナ禍の未来を展望します。
・例会・プログラム・委員会活動を充実させ、DDF地区補助金を
活用した人道支援プロジェクトを実施します。　

・クラブ運営が円滑に行くように会員増強に努める。
・時代にあった例会数等を見極める年度にする。
・ロータリアンとしてのやさしさと思いやりの心を持って地域
社会に貢献する奉仕活動を行う。

鹿児島城西 ロータリークラブ

村田 恵美子  Murata Emiko

趣味：日本舞踊

利他の精神で奉仕の輪を広げよう

鹿児島東 ロータリークラブ

桑畑　弘之  Kuwahata Hiroyuki

趣味：写真・キャンプ

楽観力を持って新たな時代を切り
開こう

・将来は必ず良くなるという信念をもとう
・現会員を生涯の友人に
・新たな時代の奉仕と親睦を探究する
・東ＲＣの伝統を引き継ぎ、次世代へ伝承する

姶良 ロータリークラブ

大野　文夫  Ono Fumio

趣味：バドミントン（下手です）

「親睦と和」を第一に、クラブを存続
させる

１．楽しく意義のある例会を通して、会員がロータリアンとして
の誇りを持てるようにする。

２．会員同士で「ロータリー」の情報を伝達し合って、皆の意
識を高めていく。

３．姶良ロータリークラブがおかれている現状を把握し、実現
可能な目標計画を立てる。そして計画を着実に実行し、そ
の達成感を皆で共有する。

霧島 ロータリークラブ

山下　大介  Yamashita Daisuke

趣味：映画鑑賞・ゴルフ

つながり・楽しく！

2017年に入会しまして４年目になります。まだまだロータリーの事
を勉強中ですが、先輩方の意見や指導を賜りながら、１年間会長と
して、つながりを大切に楽しく活動するとともに、伝統ある霧島ロー
タリークラブの中で新しい風となれるよう、クラブを活性化してい
きたいと思います。そのためにも、昨年から掲げている“地域への奉
仕、会員の増強、出席率の向上”を引き続き当クラブ目標として取
り組んでまいります。

国分中央 ロータリークラブ

有村　幸光  Arimura Komitsu

特技：特技ではないですが、よく笑うこと。

ロータリーをみんなでもっと、楽しもう

クラブ会員の皆様が、お互いに機会により学びながら元気になれる場を
提案し、それぞれの楽しさや幸せを多く得られる様に活動して参ります。
本年度のクラブの活動目標は、次の４項目です。
１．会員増強・会員維持・クラブ拡大
２．出席率の向上
３．青少年奉仕活動の推進
４．社会奉仕活動の推進

例会とは問題を解決するヒントやインスピレーションを与えてくれる場です。これに
よって事業の永続と発展の糧とし、ロータリーの真の「親睦」をクラブで育みます。
１．例会を真の親睦の場とします
２．クラブ活性化のためにRIロータリー賞に積極的にチャレンジします
３．他業種からの学びを得るため、会員卓話を充実します
４．出席率向上のため、様々な方法にチャレンジします
５．委員会活動の充実と活動の広報に努めます

国分 ロータリークラブ

宮川　尚之  Miyakawa Takayuki

趣味：ドライブ・ロードバイク・BBQ

今こそ真の親睦を！
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鹿児島東南 ロータリークラブ

飯野　和男  Iino Kazuo

趣味：ゴルフ

ローターアクトをはじめ青少年の
育成に努める、会員増強

１．女性会員を含め会員増強を主な目標に掲げ、青少年育成や、鹿児島の
地域・歴史等を振り返り、今後の方向性をクラブ一丸となって考えます。

２．血液製剤の不足を補える様に献血啓発に努めます。
３．戦略計画を立てる為に、永年・新人・中堅会員を代表にし
て委員会を設置します。

４．ローターアクトクラブ年次大会の支援をします。
５．ライラの計画実行に努めます。

鹿児島中央 ロータリークラブ
加島　繁  Kashima Shigeru

趣味：音楽鑑賞（ポップス）、読書（推理小説）、
　　　スポーツ（今はゴルフのみ）

扉を開ける勇気と変化を感じる
勇気を持とう

新型コロナウイルス感染拡大で、世界中が疲弊している中、第44代会長を
拝命したことに大きな意義を感じています。あふれるように伝わってくる現
実のものとは思えない、国内外の惨状であっても心が温かくなり、一筋の光
を感じる瞬間があります。それは、奉仕の理念で人と人とをつなぐ温かさに
より、人が癒され、助けられる様子を目にした時です。今こそ、ロータリーの
理念が最も必要とされると感じています。時代の変化にも身構えず受け入
れ、より活力あるクラブを目指すためにこのテーマに取り組んでまいります。

鹿児島令和 ロータリークラブ

正　浩樹  Masa Hiroki

ロータリーへ行こう！

2020-21会長を仰せつかりました正浩樹です。創立二年目で、地
に足がついていませんが、精一杯務めさせて頂きます。
本年度のクラブテーマは「ロータリーへ行こう」といたしました。当
クラブ会員は、私を含めロータリアンとしてはまだ日も浅く、経験不
足が否めないため、自クラブだけではなく、地区の研修や、他クラ
ブの例会や事業に参加し、ロータリアンとしての自覚を学び、親睦
を図り奉仕へと繋げていきたいと思います。

鹿児島 ロータリークラブ

市坪　孝志  Ichitsubo Takashi

趣味：映画鑑賞・ゴルフ・掃除

楽しい雰囲気の例会開催と会員増強

私達のクラブにふさわしい例会を開催します。委員会ごとに奉仕
プロジェクトや委員会事業、さらには個々のメンバーについて語り
合い、会員同士が親近感やロータリアンとしての自覚を持てるよう
にすることで、出席率を上げます。また食事や寄付活動だけでなく
外向的な奉仕活動やレクリエーションを行うことで、会員全員で達
成感を味わいたいと思います。それこそが会員の維持・増強につな
がると信じています。

鹿児島西南 ロータリークラブ

月野　暎史  Tsukino Eishi

趣味：ゴルフ

会員増強・会員維持を最大の目標に
掲げ全会員で取り組みます。

〇会員増強に最重点をおき、クラブの活性化に努め、楽しい例会、
明るく活気あるクラブ運営に取り組んで行きます。
〇交流の輪を広げて、会員増強につなげるように努力します。
〇女性会員の入会推進・勧誘計画立案・会員維持にも努力します。
〇職業分類表を精査し、未充填職種の充填に努めます。
〇ロータリーの友・月信・その他の文献等の情報源を活用し、基本
的な考え方、理念について情報を地域の方々へ提供します。

１．会員増強は最大のテーマで、特に若い会員の入会を歓迎します。
２．例会の出席率向上のため、有意義で充実した例会を行ないます。
３．会員の親睦を基盤として、ロータリーの基本的学習と入会
３年未満会員への研修を充実させます。

４．長期計画ビジョンにより、奉仕プロジェクトを立案します。
５．姉妹盟約締結クラブである台北市和平RCの30周年記念行

事に参加して交流を深めます。

鹿児島北 ロータリークラブ

松枝　正隆  Matsueda Masataka

趣味：庭の花木育成と錦鯉の飼育

変化への適応力とビジョン策定に
よりクラブを活性化しよう

世界が、そしてロータリーが大きく変わろうとしている今、私達のク
ラブは会費や会員組織の簡素化、例会形式の大幅な変更を立案し
て、今年度を挑戦の年といたします。それに伴って生じる不具合も
ポジティブに捉えて、会員一丸となって知恵を出し合い、楽しみな
がら「機会の扉」を開きます。そしてその先に待っているであろう新
しいステージにワクワクしています。
どうか皆さま宜しくお願い致します。

鹿児島サザンウインド
ロータリークラブ

岩下 いずみ  Iwashita Izumi

趣味：ショッピング・土いじり　特技：すぐ忘れる事

Enjoy the change！変化を楽しもう！

指宿 ロータリークラブ

梅垣　晃一  Umegaki Koichi

趣味：子供たちと魚釣りによく行きます。

ロータリーの価値を分かち合い、
魅力を伝えよう。

新型コロナウイルスの影響により世界が逆境に立たされている今
こそ、会員一人一人が、改めてロータリーの中核的価値観（親睦、
高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）に立って、ロータリークラブ
の価値を分かち合い、その魅力を発信し続けることが必要です。ま
たそのことが、クラブ・そして会員一人一人にとって、この逆境を乗
り越える為の道標となるものと考えます。標記スローガンのもと、
例会の充実を心掛け、クラブの魅力を内外に発信していきます。
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鹿屋 ロータリークラブ

福重　満広  Fukushige Mitsuhiro

趣味：ゴルフ

元気で、明るく、楽しい
鹿屋ロータリークラブを！

＊例会出席率向上に向け、SAAと共に工夫した例会に取組みます。
＊会員増強純増２名以上を目指します。
＊ロータリー財団、米山奨学会への寄付を推進し、地区目標へ向
けて達成を目指します。
＊オリエンテーション、鹿屋塾を中心にクラブ内研修の充実を図り
ます。
＊マイロータリー登録60％以上登録（現在38％）

串良 ロータリークラブ

濵上　博幸  Hamaue Hiroyuki

趣味：クラッシクコンサート鑑賞・ゲーム・ネットサーフィン・ビリヤード

心は密に！機会の扉を開き、みなで
喜びを分かち合う

コロナ禍の為、これまで当たり前であったことが、決して当たり前のこと
ではなくなります。そうした中で如何にロータリーの活動を活性化・安定
化させていくかが私の使命と考えます。①ホーム例会の充実とともに、
オンライン対応ができる部分はそれらを導入していく。委員会等も新た
な組織形態（中身）の構築を目指す。②「オンライン姉妹クラブ」（仮）の
ような、遠方でも心が繋がるような形の構築を目指す。③クラブ内で緊
急時に対応できるような『基金』の創設を検討する。

今年度はガバナー所属クラブとして先ずは地区大会の成功に向け
てクラブ全員が一丸となって尽力します。従来の奉仕活動がコロ
ナウイルスの感染拡大によって制限される可能性が有ります。その
分会員のロータリーについての知識を充実させるべく、学習の機
会を増やして新人教育と同時に親睦を深め、退会防止に努めます。
グローバル補助金を活用した奉仕活動を計画します。

鹿屋西 ロータリークラブ

王谷　英仁  Otani Hidehito

趣味：陶芸・釣り

クラブを磨く

志布志 ロータリークラブ

上村　裕治  Kamimura Hiroharu

趣味：バイクツーリングとカメラ　特技：特になし

「親睦」「学び」「奉仕」の実践で、
活気あるクラブ運営を

クラブ例会において、ロータリーの歴史と自クラブの歴史を学ぶ
１年にしたいと思います。ロータリーを定義づける価値観、「親睦」
「高潔性」「多様性」「奉仕」「リーダーシップ」を損なうことの無いよ
うに変化を受け入れ、志布志クラブの５年後に目標を置き、ロータ
リーの３要素である「親睦」「学び」「奉仕」を実践していき、地域に誇
れる志布志ロータリークラブを目指します。

伊集院 ロータリークラブ

池田　政之  Ikeda Masayuki

趣味：ゴルフ・硬式テニス

ロータリーで楽しもう
～仲間に会える大切さ～

今はロータリークラブのあり方を考える時であり、本来は一人ひとりが
楽しみ、輝いてこそのロータリークラブだと思います。昨年度はクラブ
創立50周年記念式典も無事終了し、このような時期だからこそ、会員
同士の親睦と、地域社会との繋がりを図りたいと思っています。そこで
今年度は、次の２点に絞って目標を設定し、それらを完遂いたします。
１．会員純増強２名
２．マイロータリーの100％登録

加世田 ロータリークラブ

宮ヶ谷 智治  Miyagatani Tomoharu

趣味：ゴルフ　　特技：特になし

変化し、進化出来るクラブを
目指そう

今年度はクラブ戦略会議を立ち上げることにより、当クラブをさら
に発展させ、地域からより必要とされるクラブになるようにします。
その為にはロータリーの理念を守りながら、時代に合ったクラブへ
進化して行かなければなりません。そして時代に適応し新規の活
動を行っていく為にも、新たな会員の増強が大切であると考えま
す。今後のクラブ戦略計画を充実させる為にも、まずは会員拡大を
最重要と考えます。

頴娃 ロータリークラブ

吉村　忍  Yoshimura Shinobu

社会奉仕によりロータリーの原点を
学び、会員増強を目指す。

私たちの頴娃地区は、企業の減少により個人事業主が少なく、それ
により会員数が伸び悩んでいます。そこで「献血キャンペーン」や地
元のイベント「ゴッソイ祭り」に引き続き参加して、社会奉仕により
ロータリーの原点を学びながら、広報活動を充実させて会員増強
に努めます。特に女性会員の入会を促進して、新しい風を取り入れ
たいと考えます。

例会の充実により、それぞれの会員が発言する機会を増やし、又は
外部卓話により価値のある知識や情報を得られ、交流も広がりま
す。それがクラブ内の親睦に繋がる、友情を深める、会員相互が協
力し出席率が向上する、そして更なる例会の充実へと循環してまい
ります。そのような私たち元気なメンバーが、地域の活動にも積極
的に参加し、ロータリーの存在を広く地域に発信し、公共イメージ
向上と、会員の増強に繋げてまいります。

枕崎 ロータリークラブ

揚野　慎太郎  Ageno Shintaro

「例会の充実→親睦→出席率の向上」
の好循環をはかる



クラブ会長 就任挨拶
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奄美 ロータリークラブ

萩原　正文  Hagihara Masafumi

趣味：ゴルフ・読書

もっともっと深めよう、ロータリーの
友情の絆を

ロータリーでいう「親睦」（Fellowship～純粋親睦）を正しくロータ
リアンに伝える。ゴルフをしたり、お酒を飲んだりして、気心が通じ
合う感情親睦があります。この感情親睦をさらに深めて、同僚会員
の言うことに謙虚に耳を傾け、何かを得、学び取る。そういう自己
研鑽の意識が働く親睦を深めてまいります。また今期はクラブ創立
60周年記念式典があります。この記念式典を「ロータリーの友情の
絆」でワンチームとなって大成功に収めたいと思います。

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。
第１　知り合いをひろめることによって奉仕の機会とすること。
第２　職業上の高い理念を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと認

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
のとすること。

第３　ロータリアン１人１人が個人として、また事業及び社会生活において、
日々奉仕の理念を実践すること。

奄美中央 ロータリークラブ

才原　勇  Saihara Isamu

趣味：グラウンドゴルフ

不易流行【変わらぬ姿新しい展開】
ロータリーで学び、地域と共に。

志布志みなと ロータリークラブ

岩切　則之  Iwakiri Noriyuki

趣味：ゴルフ

New Normal
新しい環境に適応する

コロナ禍での新しい生活様式に従いながら適応力を高め、クラブ
活動を行います。
コロナ禍の時だからこそできる活動を模索し、行動に移すことが重
要であり必要であると考えます。特に今年はコロナウイルス感染症
により中止や変更となった事業の見直しを行いながら、新たな事業
に挑戦します。そして会員同士の親睦の充実を図ります。

きもつき ロータリークラブ

松元  健作  Matsumoto Kensaku

趣味：ゴルフ・釣り

つながれ  ひろがれ  みんなと共に

１．故きを温ね、新しきを知るという言葉にもあるとおり、先
輩方が築き上げてきた歴史を理解、継承し、若き会員の新
しい考えも取り入れながら、実りある楽しいクラブ運営に
努めてまいります。

２．会員増強に努めます。

南九州大崎 ロータリークラブ

中倉　広文  Nakakura Hirofumi

趣味：下手の横好き　楽器演奏♪

自分たちに出来ることをみんなで
楽しく無理をせず

RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」や地区スローガン「不易流
行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応するクラブを」を念頭に、
当クラブの置かれた立地環境やクラブ会員のさまざまな機関等と
の関わりをフルに活用し、この地域だからできること、またこのクラ
ブだからできることを積極的に計画実行していきます。特に、当ク
ラブには若い会員が多く、青少年との関わりも深いことから、新世
代の育成に力を入れていきます。

奄美瀬戸内 ロータリークラブ

町田　慶太  Machida Keita

趣味：バドミントン

ロータリー活動を楽しもう

新しい事業として、障害者のためのエコツアーを計画しておりま
す。普段なかなか奄美の自然を散策できない障害者の方々に、奄
美固有の植物、昆虫、鳥の声を直に楽しんでもらいながら、少しで
も生きる活力につなげていくための手助けを、ロータリアンができ
たらと思っております。そのためには、会員が事業を楽しみながら、
いかに積極的に参加してくれるのかを考えながら、事業に取り組ん
でまいります。

部門長・委員長・会長の皆様

この度は笑顔の写真のご提供、誠にありがとう
ございました。

コロナ禍の今だからこそ、私たちロータリアン
はどんなときにも笑顔を絶やさず、周りを笑顔
で明るく照らしましょう！

・今まで以上に充実した職業奉仕、社会奉仕を実行します。
・４つのテストを判断基準に活動します。
・コロナに負けず会員増強（純増２名以上）をします。
・ロータリーの将来を担う人材育成を図ります。

かのや東 ロータリークラブ

福満　哲也  Fukumitsu Tetsuya

和を以て楽しいクラブの活動を
継続する。



祝！新設「鹿児島大学アカデミーRC　認証状伝達式」

19

池ノ上克　宮崎大学学長による記念講演　池ノ上氏はロータリー
財団留学生として南カリフォルニア大学で周産期医療を学び、鹿
児島市立病院で外西寿彦教授とともに日本中を沸かせた五つ子を
取り上げたことで有名。宮崎医科大学在任中は、リスクの高い出
産に対応できる医療体制の構築にご尽力され、1994年に全国
ワーストであった宮崎県の周産期死亡率を大きく改善させ、５年
後には全国トップとなった。宮崎RC、会員歴24年、会長経験
者。演題は「ロータリークラブと私」懐かしい写真を基に、素晴
らしいロータリーとの出逢いを楽しく語られました。

前日からの大雨でJRは運休し各地で道路が寸断したため、風呂井
ガバナー、喜島直前ガバナーを始め、宮崎・大隅地方のメンバーは
欠席を余儀なくされました。それでも約80名の参加者たちが、宮
崎アカデミーRCに続く、九州で２番目となる「大学が主体的に関
わるロータリー」の門出を祝いました。

「産・官・学の連携というクラブの特
性を活かし、コロナの影響が続く中、
地域の問題に取り組み、世界を変える
行動人になるべく奉仕をいたします」

岩井久 クラブ会長の挨拶

欠席の喜島直前ガバナーに替わって川原篤
雄地区拡大委員長PGが「国際ロータリー
加盟認証状」を読み上げ、岩井久クラブ会
長に手渡されました。
当クラブ会員は、大学教授や弁護士らで構
成されています。

岩井会長より、以下功労者５名に感謝状が贈られました。
喜島直前ガバナー

海江田PG

川原PG

坂元直人鹿児島中央RC直前会長

池畠設立準備副委員長

スポンサークラブの鹿児島中央RC鹿島繁会長と設立
準備委員会、池畠副委員長からお祝金目録が贈呈

椨宜博ソングリーダーの
力強い指揮

萩原功一郎幹事による
開会宣言

新クラブアドバイザー
海江田順三郎PGの点鐘

鹿児島大学アカデミーRC　認証状伝達式

37名によるロータリアンとしての新たなる出発

７月６日（月）　鹿児島大学稲盛会館にて



始めよう、オンライン会議
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オンライン会議のサービスはいくつかありますが、現時点では
操作のしやすさと汎用性の面で、Zoom（ズーム）がお勧めです。
ダウンロードとご利用方法については、地区HPをご覧ください。

Zoom（ズーム）が便利！

6/13 ガバナー補佐／部門長
オンライン会議の様子
（ガバナー事務所にて）

第2730地区

始めよう、
オンライン会議

新型コロナウイルスをきっかけに普及し始めて
いるオンライン会議。当地区のガバナー補佐・
部門長会議でも、オンライン会議を採用してい
ます。
昨今のコロナ禍にあってオンライン会議はとっ
ても便利。このさきの当地区内の様々な会合に
おいても、オンライン会議の採用を強くお勧め
いたします。

■インターネットが出来る環境であれば、自宅
からでも、どこからでも参加が可能です。

■三密を避けられるうえに、移動時間の短縮や
経費の節約に繋がります。

■場所移動の時間と手間が省けるので、会議へ
の参加率が上がる可能性もあります。

■パソコンだけでなく、タブレットや携帯でも
利用可能です。

■場所のセッティングの必要がないので、予定
の変更も柔軟にできます。

■音声だけでなく映像によりメンバーの表情も
見ることが出来るので、リアルタイムなコ
ミュニケーションが可能となります。

■初めての方や不慣れな方でも、操作は簡単で
すのですぐに慣れてくるでしょう。操作に不
安な方については、会議前や会議中には、IT
に詳しい方に、サポーターとしてついてもら
えるといいと思います。

■会議中は音声が重ならないように、司会者が
発言者を指名して、円滑な会議運営が出来る
ようにすると良いでしょう。

■オンライン会議は、今後部門長・委員長会
議、さらには地区の運営会議におきまして
も、是非導入をお勧めいたします。

PC画面を通してガバナー補佐の
方々とお話しする、風呂井ガバナー

オンライン会議のメリット

オンライン会議の感想

■オンライン会議が出来るようにするために
は、その環境を整える事が必要です。

■そのためには、クラブ内のＩＴ環境に詳しい
会員に、アドバイスや初期設定などをお願い
すると良いでしょう。

■インターネットやパソコン等の通信処理が十分
でないと、不具合を起こすことがあります。

■イヤホンマイクは、音割れなどがないように、
ある程度質のいいものを準備してください。

■オンライン会議の予行練習をしてみて、音声
や画像の調整が出来るようにしてください。
ゆくゆくは、サービスの利用が自力で出来る
ようになりましょう。

利用する上での対策

風呂井ガバナーより

タブレット端末はコンパクトで、持ち運びも簡単です。



お知らせ
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お知らせ
ロータリー

インターナショナル
コーディネーター

NEWS第2730地区HP ロータリー文庫 ハイライトよねやま

地区HP随時ご覧下さい。
「ガバナー事務所からのお知らせ」ページも新設されました。

FAX：共通番号　03-5439-0405
業務時間：平日09時30分－17時30分（12:30－13:30昼休）（土日祝祭日は休み）

主な業務内容：
クラブ・地区支援室：定款細則、クラブ・地区運営、MyROTARYアカウント登録
財団室：財団への寄付、認証、補助金
経理室：人頭分担金・寄付の入金処理
業務推進・IT室：認証品発送、電子資料案内、システム関連

住所：

電話メール：

〒108-0073　東京都港区三田１丁目4-28　三田国際ビル24F

クラブ・地区支援室　03-5439-5800　／　rijapan@rotary.org
財団室　　　　　　03-5439-5805　／　rijpntrf@rotary.org
経理室　　　　　　03-5439-5803　／　rijpnfs@rotary.org
業務推進･IT室　　　03-5439-5802　／　rijpnpi@rotary.org

国際ロータリー日本事務局　事務所のご案内

日本のロータリアンの皆様へ
ホルガー・クナークRI会長
からのメッセージ

ガバナー補佐就任挨拶　宮崎県中部グループ

宮崎西ロータリークラブ
ガバナー補佐

金丸 憲史  Kanemaru Fuminori

趣味：海外旅行・映画鑑賞

宮崎西ロータリークラブ
ガバナー副補佐

趣味：海外旅行

日高  均  Hidaka Hitoshi

当グループのガバナー補佐を仰せつかりました金丸
憲史と申します。平成19年に再入会し通算23年目
を迎えます。職業分類は社会保険労務士です。

今年度、当グループの副ガバナー補佐を仰せつ
かりました宮崎西RCの日高　均と申します。
1992年１月に入会し通算28年目を迎えます。
職業分類は電気・通信です。

※国際ロータリー日本事務局は2020年7月1日付けで組織変更を行いました。2020年3月末での紙媒体資料の取扱い中止ならびに販売終了に
　より、組織再編を進め、業務内容の見直しを図り「業務推進・資料室」を「業務推進・IT室」に変更となりました。

７月号の「ガバナー補佐就任挨拶（宮崎県中部グループ）」にて、一部記載漏れがありましたので、改めて掲載させて頂きます。

公式訪問をはじめ、各クラブを訪問させて頂きますので、よろしくお願いします。（活動計画は７月号に掲載）

今年度の地区大会は2021年5月14日（金）～16日（日）に延期となりました。



地区の予定／データ版月信の読み方
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ガバナー月信は、来月９月号から、ガバナーメッセージなどを除く月信の内容は、
データ版にて配信いたします。【IT環境への適応、会費と紙資源の節約、利便性の向上】
データ版月信の内容は、下の３つの方法で閲覧することができます。

2730地区　地区の予定
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日
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水
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金
金
土
土
日
日

ガバナー補佐WEB会議
部門長WEB会議
公式訪問：宮崎東RC
バーチャル会合 GE
公式訪問：西都RC
鹿児島市内会長・幹事会
公式訪問：佐土原RC
公式訪問：高鍋RC
500回記念・学習会（時間をご確認ください）
公式訪問：宮崎アカデミーRC
公式訪問：鹿屋RC
第1回地区RA合同委員会
公式訪問：日南中央RC
公式訪問：日南RC
公式訪問：串間RC
地区青少年交換派遣学生帰国報告会
第8期RLI・パートⅠ
[中止] 青少年交換受入学生到着
公共イメージ部門クラブ委員長ZOOM会議
増強委員会
[中止] 受入学生・派遣学生帰国合同報告会
[中止] 第1回受入学生オリエンテーション
公式訪問：都城北RC
公式訪問：都城西RC
公式訪問：都城中央RC
公式訪問：都城RC
都城4RC・四役懇談会
RA七地区交流会
公共イメージ向上オンラインセミナー（第1.2.3地域合同）
RA七地区交流会
公式訪問：Eクラブ

13:30～
15：15～

18：00

13：30～

日　程

8月

行　　事 時 間
1
2
3
4
5
6
8
8
9
10
14
15
15
16
16
16
17
23
24
26
26
27
28
28
28
29

火
水
木
金
土
日
火
火
水
木
月
火
火
水
水
水
木
水
木
土
土
日
月
月
月
火

公式訪問：小林中央RC
公式訪問：小林RC
公式訪問：えびのRC
アジア太平洋ローターアクト会議(APRRC)
アジア太平洋ローターアクト会議(APRRC)
アジア太平洋ローターアクト会議(APRRC)
公式訪問：串木野RC
公式訪問：川内RC
公式訪問：薩摩川内RC
公式訪問：出水RC
ガバナーエレクト・トレーニングセミナー（GETS）
ガバナーエレクト・トレーニングセミナー（GETS）
公式訪問：阿久根RC
2021-22年度の地区研修リーダーのためのセミナー(DTS)
公式訪問：大口RC
公式訪問：宮之城RC
公式訪問：霧島RC
公式訪問：姶良RC
公式訪問：国分RC
4G連絡会
地区戦略計画委員会
米山セミナー
公式訪問：加世田RC
公式訪問：枕崎RC
公式訪問：頴娃RC
公式訪問：指宿RC

13：00
14：30

日　程

9月

行　　事 時 間
2020年

データ版月信の読み方

スマホで読む パソコンで読む 紙面で読む
お手持ちのスマートフォンに、
表紙に記載予定のQRコード
を読み込ませると、スマホで
月信を読むことができます。
QRコードにより、地区ホー
ムページなど様々なHPにア
クセス出来ます。

各事務局より皆様のPCに、
月信のメールが届きます。
文中のURLをクリックする
と、PCから月信を読むことが
できます。地区ホームページ
など、様々なHPのURLも掲
載されています。

これまで通り月信を紙面で
読みたい方は、各事務局に
お問い合わせの上、データ
版を紙面に打ち出したもの
を受け取ってください。（コ
ピー代のお支払いは、各クラ
ブでお取り決めください）

※上記の予定は変更になる場合がありますので、地区ホームページをご覧下さい。


