RID2730 GOVERNOR'S MONTHLY LETTER

2020-21

RID2730 ガバナー

▼ 美しきかな、わが故郷

月信 12

月号

木村 元弥

▼

極寒の朝
山下 徹志

▼ 星空の大根やぐら作り
本村 智

▲ 夕暮れの高隅に

丸山 晃

「みんなのフォトコンテスト」より（鹿屋市教育委員会主催）

table of contents

おお つかやま

特集 ｜ かのや 戦跡めぐり 「 大塚山 」
1 − ガバナーメッセージ
2 − 戦略計画の重要性と、その立て方

データ版月信

11 − ガバナー公式訪問報告
14 − クラブ現況報告
15 − 宮崎大学アカデミーRC（新聞記事）
風の便り
米山寄付金傾向
ハイライトよねやま
コーディネーターNEWS
財団室NEWS

4 − 社会奉仕委員会研修会
6 − 宮崎アカデミーRCに行ってきました
8 − クラブ活動報告 / 入退会報告
10 − 元気なクラブとなるためのステップ / お知らせ

※項目によってはデータ更新日に掲載
が間に合わない場合があります。

風呂井 敬 ガバナー事務所 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原1丁目9-10 ホテルさつき苑内
E-mail : furoi2730@po5.synapse.ne.jp

TEL : 0994-35-1340 FAX : 0994-35-1341

ビジョン声明

「ロータリークラブの目的」とは…
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。

ロータリーの目的
第1
第2
第3
第4

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。

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
職業上の高い倫理基準を保ち、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

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、奉仕の理念を実践すること

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

特集
大隅半島の監視所
おお

www.rotary.org

つか

やま

大塚山

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

終戦前、鹿屋市串良町にある大塚山には、志布志湾からの米軍上陸に備え
た部隊が置かれ、監視所（見張り台）や重砲陣地がありました。
眺望の良さから、初日の出のスポットにもなっています。

串良町の平坦な農地に突き出した海抜108.9mの小高い丘です。
展望所からは、近くは志布志湾や高隈山、遠くには霧島連山、
開聞岳など、鹿児島360度の大パノラマが広がります。

戦争体験記（出身

鹿屋市

男性

大塚山公園：鹿屋市串良町有里2918番地
（駐車場あり）

終戦時12歳）

大塚山の山頂は監視所で、下に重砲陣地があり、中腹には壕があった。また高野山のお寺もあった。重砲陣地
には大砲があった。串良基地には２つの滑走路があった。大塚山の東側の岩山を砕いて、トロッコで石材を運
んで滑走路の敷石にした。当時は機械は全くない。あるのはトロッコだけ。トロッコは朝鮮の人たちが使っ
た。私の母も土方に行ったが、危険な仕事や重労働は朝鮮の人たちが担当した。戦時中は「徴用」という言葉
一つで軍隊が思うように何でもできるので、地主に断りなく立木を切られ、良い馬も徴用馬として軍に取られ
た。「欲しがりません、勝つまでは」と言われれば、不平は何も言えなかった。当時は翼賛（よくさん）体制
で、右を向けと言ったら右を向く。そういう時代だから、何事も一切批判することは出来なかった。
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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風 呂 井 敬（鹿屋西RC）

私たちの声を規定審議会に届けましょう

Dec

疾病予防と治療月間

立冬を過ぎ、朝夕寒くなり季節はいつの間にか師走になりました。会長幹事の皆様にはコロナ禍、クラブ運営に
御尽力されていることに心より感謝申し上げます。大幅な日程変更を余儀なくされた公式訪問でしたが、11月
末であと残り３クラブとなりました。それぞれのクラブで温かく迎えて戴き、ロータリアンとして友情溢れる多
くの出会いを戴いたことに唯々感謝あるのみです。会長、幹事、会長エレクトの皆様のクラブ運営に対する強い
決意をお聞きし、その行動力とリーダーシップに感動した所でもあります。
私は、公式訪問で「自粛はすれども委縮はしない」の精神で、未来に向かっての活動に取り組んで戴きたいとお
願いした所ではありますが、いつの日か「全てはコロナの せい ではなく、全てはコロナの おかげ となる日
が来る」ことを信じております。

2014年10月RI理事会は、12月を重点分野：「疾病予防と治療月間」としました。
ロータリーの最優先事項は「ポリオ根絶」である事は、皆様ご承知のとおりです。ロータリーはポリオのない世
界をめざす世界的イニチアチブにおいて中心的な役割を担っており、世界中のロータリアンが予防接種活動への
参加、各国政府への呼びかけ、募金活動・寄付などを通じてサポートしています。
そのほかにもマラリア、エイズ
（HIV）
、アルツハイマー型認知症、多発性硬化症、糖尿病などさまざまな疾病の
予防と治療に携わっています。また、貧困地域の人たちを対象とした聴覚、眼科、歯科検診も実施しています。
世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いられています。私たちが疾病の予防と治療に力を注ぐのは、
このためです。病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献血センター、研修施設を造った
り、医師と患者と政府が協力できるインフラを設計するなど、私たちロータリアンは人びとがより良い医療を利
用できるよう支援していかなければなりません。
病気は何もせず予防できるものではありません。命にかかわる病気の蔓延を食いとめ、予防を徹底させるため
に、私たちはこれからも活動を継続していかなければなりません。
さて、規定審議会で組織規程が改定されるたびに、古き良き伝統を重んじる長老会員や真面目にロータリー
を考えている会員から不満の声が寄せられます。日本では、規定に対する不満の声が多く聞かれる割には、
規定審議会への制定案が少ない状況にあります。ロータリー規則を変更する唯一のチャンスが３年に一度の
規定審議会であります。各地区は最大５件まで制定案を提案する権利を持っています。これを活用して、日
本のロータリアンの意見を世界に発信することが大切ではないでしょうか。日本国内でいくら声を大にして
発言しても、RI本部には届きません。規定審議会に提案することが最も有効で、かつ早道であります。ま
た、クラブや地区は決議案を毎年無制限にRIへ提案することが可能となりました。決議案とは、RI理事会あ
るいは財団管理委員会に対する要望事項です。この決議案を審議する会合は決議審議会と呼ばれ、規定審議
会とは別に、毎年オンラインで行われます。毎年度末の６月30日までにRIへ提出しなければなりません。
一方、規定審議会は従来通り、今後も３年に一度、顔を合わせるかたちで行われ、RI理事会からの見解表明
案とともに、ロータリー組織規程を改訂する制定案のみを審議します。また、2022年規定審議会への制定
案は、2020年12月31日までに提出する必要があります。
日本のロータリアンの中には、規定審議会にいくら提案しても採択が難しいとあきらめの境地という方もい
るのかも知れませんが、このような時こそ、日本からのロータリーに対する想いを発信すべきと考えます。
本年12月31日は地区で承認した制定案をRI本部必着で提出する最終の締切日です。そこで今回、2730地
区として初めて制定案を３件提出することといたしました。結果を楽しみに待ちたいと思います。
本年も残すところ、あと１ヶ月となりました。皆様におかれましては良き新年をお迎えになられ、素晴らしい年
になりますよう、心より祈念申し上げます。
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戦略計画の重要性と、その立て方

あなたのクラブのストーリー が ここに始まる
「戦略計画の重要性と、
その立て方」 山下 晧三

地区戦略計画
委員会委員長 PG

2730地区において、すべてのクラブは戦略計画をたてることを要請されています。そこでロータリアン
一人一人が戦略計画の重要性とその立て方への理解を深める為に、山下晧三

地区戦略計画委員会委員長

（鹿児島西RC）にインタビューをおこないました。（月信委員会インタビュー

2020.9.12）

Ｑ＝そもそもどうして私のクラブでも戦略計画を立てなければいけないの？
例えば会社をうまく経営しようとすると、①企業理念を定めて、②それに
沿って中・長期的なビジョンを策定して、③ビジョンに従った具体的な目標を
定めて、④それらが実現できているか定期的にチェックしますよね？ロータ
リーの戦略計画は、まさに会社経営のプロセスと同じなのです。

ーRIの戦略計画の目的ー
イメージ インタビュアー

月
信

Q

ちゃん

■効果的な方策によって、あらゆるレベルで組織を強化すること。
■組織を強化することでロータリーの価値観をずっと守ること。
■ロータリーに参加するすべての人が有意義で価値ある経験ができるように
すること。
■より大勢の人の暮らしと、地域社会をよくすること。

なるほど。「会社経営と同じ」だとイメージすれば、理解しやすいですね。
Ｑ＝では具体的に、私のクラブではどのようにして戦略計画が練られていくのですか？
すべてのクラブに「クラブ戦略計画委員会」が設置されています。会長＋直前会長＋次年度会長＋次々
年度会長を含む、継続性を重視した委員で構成されていて、そこでクラブの中期計画が定められるのです。
Ｑ＝うーむ、それなら話も先に進みそう。では戦略計画をたてるうえでの
「心得」
を教えてください。
企業が経営計画を立てるときは「企業理念」を大切にするように、ロータリーには「ロータ
リーの理念」があります。世界に広がる３万３千近くものロータリークラブが結束して同じ方向に進み、
ロータリーのブランドを守るためにも、ロータリーの理念をしっかりと理解したうえで、戦略計画をたてて
ください。
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

職業上の高い倫理基準を保ち、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、奉仕の理念を実践すること

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

■真実かどうか
■みんなに公平か
ハーバートＪ．テーラー
■好意と友情を深めるか
■みんなのためになるかどうか
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第１の標語

超我の奉仕

B・フランク・コリンズ

第２の標語

最もよく奉仕する者
最も多く報いられる

アーサー・フレデリック・シェルドン

中核的価値観
■奉仕
■親睦
■多様性
■高潔性
■リーダーシップ

７つの活動分野
■疫病との闘い
■地域社会の発展
■平和の推進
■水と衛生
■母子の健康
■教育の支援
■環境の保全

戦略計画の重要性と、その立て方

コロナ禍でも がんばろう、ロータリアン！

Ｑ＝ロータリーの理念を理解して先に進めますね。ここで戦略計画のプロセスを教えてください。
現状分析 ⇒ ビジョンの策定 ⇒ 目標と行動計画 ⇒ 進捗状況の確認 ⇒ 元気なクラブづくり
▶クラブの現状はどうか？

▶▶クラブはどうあるべきか？

▶▶▶クラブはどうなりたいのか？

Ｑ＝うーん、いきなり行動計画を立てられないの？どうしてビジョンの策定は必要なの？
いきなり行動計画を立てることはできません(^̲^;) 人生設計もしかり、ビジョンなしに具体
的な計画は立てられません。クラブビジョンの策定の必要性は以下のとおり。
■クラブのあるべき姿を明確にすることにより、クラブが繁栄できる。
■持続可能なクラブの方向性を明確にできる。
■クラブが定期的に自己を評価して、変化を受け入れられる。
Ｑ＝なるほど、確かにビジョンは必要ですね。でもビジョンと言ってもイメージが湧かないのですが。
それでは、とあるクラブのビジョンの実例や、ビジョン策定の際のスキルをお教えしましょう。
■Ａクラブのビジョン
（実例）

■Ｂクラブのビジョン
（実例）

入会候補者とつながる
入会候補者情報を管理する
新会員が溶け込みやすい環境をつくる
活気あるクラブをつくる
時代に即したクラブにする

①地区内の中堅クラブを目指す
※会員増の為、具体的な目標値を示す
②奉仕活動は出来るだけ全員参加しよう
※若手会員を育てる
※奉仕活動の本質を考え活動する
今後もこの２つの活動目標を持続発展させる

ビジョン策定の際のスキル
会員の支持と参加を促し
意欲と適応力を高める
・
クラブで会員満足度
アンケートを実施する

※ビジョンは理念ではありません。「ロータリーの理念」に沿ったビジョンを策定しましょう。
分かりました。みんなにアンケートを取って、私たちのクラブに合ったビジョンをつくります。
Ｑ＝そしていよいよクラブ目標を立てたいんですが、気を付けることは？
クラブの行動計画を立てるときには、４つの戦略的優先事項を反映したものにしましょう。
参加者の基盤を広げる

より大きなインパクト

参加者の積極的な関わり

適応力を高める

行動人が手を取り合い、価値観を同じくする者同士がつながり、世界と自分自身の中に持続可能な変化を
生むために活動することで、
「何が可能となるか」
を、私たちは認識することができます。
Ｑ＝行動計画を立てたら、いざ奉仕！でも私のクラブは
「サクセスストーリー」
をつくれるかなあ？
６つの委員会がしっかり組織されて、連携を取って機能すれば、ストーリーが形になります。
クラブ戦略
計画を形に
するための
CLPです

クラブ管理運営委員会

奉仕プロジェクト委員会

会員増強委員会

クラブの「ビジョンと行動計画」を形にする
公共イメージ委員会

ロータリー財団委員会

米山奨学会委員会

組織の密な連携がストーリーを生み出す ⇒ 地域社会への広報によって、
４つの優先事項がさらに高まる

Ｑちゃん
めっちゃ
感動！
山下先輩、優しく教えて下さり
ありがとうございました！

「ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、私たちは常に
進化し、時には革命的にならなければなりません」（ポール・
ハリスの言葉）
変化を受け入れ、世界や地域社会で認められる「元気なクラブづくり」を目
指しましょう。私たちはクラブを成功に導くための元気なクラブづくりの
リーダーです。
※「元気なクラブづくりのためのステップ」を最終ページに掲載いたしました。
ガバナー月信７月号「戦略計画を立てましょう」も併せてご覧ください。
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社会奉仕委員会研修会

「 超 我の奉仕」を実証しよう。
国際ロータリー第２７３０地区

社会奉仕委員会研修会

2020年10月18日、都城市メインホテルにて、社会奉仕委員会研修会が開催されました。
名島博社会奉仕委員長を中心として、各クラブの社会奉仕委員長やクラブ代表者たちが、
ロー
タリーの奉仕の理念を実践するための具体的な方法や実例を学びました。
（月信委員会取材）

名島

博（鹿児島RC）

基本方針と活動計画

社会奉仕委員長

本年度のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」を基本にロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生活、社会
生活に「奉仕の理想」を適用することを奨励・育成するとともに、地域に住む人々の生活の質を高め、意義ある
持続可能な奉仕プロジェクトを計画して、地域に密着した社会貢献をロータリー家族と共に活動することで、
「超我の奉仕」を実証します。
■年末に輸血用の血液が毎年不足するため、インターアクト、ローターアクト、若い会員、ロータリークラブ
関連の社員などに献血活動への協力を要請します。
■RCC（ロータリー地域社会共同体）の設立を、各ロータリークラブに要請します。
■各ロータリークラブの奉仕活動をより充実させるため、
補助金を活用することを要請します。

RCC（ロータリー地域社会共同隊）を結成しよう！
地域と一緒に社会貢献

RCC

ロータリー地域社会共同隊
（RCC）
では、
ロータリークラブ会員ではない人たち
が、
自分たちで計画したボランティア活動やクラブとの協力を通じて、地元に変
化をもたらしています。
現在、世界100カ国に10,000を超えるRCCがあります。先進国・発展途上国、都
市部・地方を問わず、RCCはロータリークラブのある町で活動しています。

■RCC（ロータリー地域社会共同体）でできること
RCCへの参加を通じて、地元の人たちと一緒に地元のニーズを考え、地域に貢献できます。
■RCCへの参加方法
RCCはロータリークラブがスポンサー（提唱者）となって結成されます。地元にRCCがあるかどうかは、最寄
りのロータリークラブに直接お問い合わせください。地元にRCCがない場合、新しいRCCを結成できるかど
うか、地元ロータリークラブの会長に相談してみましょう。
■RCCの提唱方法
RCCの提唱を通じて、地元のニーズや問題を解決するために行動するチャンスを地元の人たちに与えること
ができます。結成書式に記入の上、国際ロータリーにＥメールでお送りください。
■RCCの結成方法
ロータリーと一緒に活動することに関心のある人がいれば、どこでもRCCを結成できます。
■地元の人たちが協力して地域調査を行い、地元が抱えるニーズをつきとめる。
■地元のロータリークラブとどう協力できるかを、クラブとともに検討する。
■RCCメンバーを募集する。まずは少人数の中心メンバーを集める。
地元の民間団体や非営利団体は、メンバーを探すのに適している。

RCCの活動は、特に
規制はなく地域に密着
した自由な奉仕活動が
行われています。

RCCは、ロータリークラブの活動をより確かなものにするため、またより柔軟で身軽な活動をするグ
ループとして結成され、地域社会の生活状態を改善し、人生の喜びを高揚させ、地域社会や同胞に対
する奉仕の精神をもって活動することを通じて生き甲斐と安心のある町づくりに貢献し、地元の文化
伝統を継承し、人間の能力開発を奨励することなどを目的としております。
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社会奉仕委員会研修会

コロナ禍でも がんばろう、ロータリアン！

社会奉仕の、いろんなかたち

延岡３クラブ合同でのポリオ撲滅運動／献血活動

社会奉仕委員会
委員

３クラブが力を合わせた社会奉仕活動

塩月 隆久（延岡東RC）

私たち延岡RC、延岡東RC、延岡中央RCは、３クラブ合同での社会奉仕活
動を適宜企画・開催しております。
■平成28年４月には、延岡３クラブ合同で地元の「お大師祭り」の市中パ
レードに参加し、街頭にてポリオ撲滅運動のパネルとRCのポスターやのぼ
りを展示し、チラシの配布と募金活動を行い、ポリオ募金を頂いた方にキャ
ンペーンバッジを配布しました。ポリオ撲滅に向けての募金活動の中で、地

ポリオ撲滅運動

域の方々との交流と親睦を深め、ロータリーの魅力を伝えることを目的とい
たしました。【主催：延岡３クラブ

広報委員会担当】

■延岡３クラブ会長幹事会で協議をおこない、平成24年６月には３クラブ
合同で、日本赤十字社の献血バスを依頼して、延岡市内鉄工団地にて団地内
の企業社員・一般市民を対象に、ロータリーの社会奉仕活動の一環として献
血活動を行いました。
【主催：日本赤十字社

協力：延岡３クラブ

各社会奉仕委員が担当】

■平成24年４月には、延岡３クラブおよび延岡向洋ライオンズクラブとの
合同で、市内２箇所で日本赤十字社の献血バスを依頼して、会員家族・一般
市民を対象に献血活動を行いました。【主催：日本赤十字社、協力：延岡向
洋ライオンズクラブおよび延岡３ロータリークラブの各社会奉仕委員会が担当】

クラブ合同、そして他団体とのコラボで「参加者の基盤を広げる」

鹿児島城西RCで、19年間 継続しているRCC

社会奉仕委員会

「我々なら何かできる」をテーマに、
「CAN」と名付けました。

副委員長

赤崎

安隆（鹿児島城西RC）

私たちのクラブが提唱するRCC「CAN＝キャン」は、社会奉仕委員会が中心にな
り、RCCとしては九州で初めての試みとして、2001年11名で結成・認証されまし
た。活動目標は、「親子のふれあい活動援助、自然体験援助、障害者福祉援助」であ
鹿児島山城探索

り、年に１回〜２回の奉仕活動、イベントを計画しています。例会は月に１回行わ
れ、そこにはロータリアンも加わります。指導者グループ（役員）は、選出された４
名の隊員で構成され、例会以外に月１回の会合を持ち、例会や活動が円滑に進むよう
にしています。入会金1,000円＋月会費200円で運営され、ロータリークラブからの

ビームライフル体験

支援も行っています。現在会員は14名ですが、元会員もイベント時には集まり、合
計20名ほどのスタッフになります。これまでに行ったイベントは、合鴨農法体験、
障害者体験、さつま芋の植えつけ体験、障害者支援ミカン狩り参加、バザー、親子の
ための運動会、鹿児島山城探索会、篤姫歴史探索会、親子バレーボール教室、ビーム
ライフル体験、地引網体験、子ども食堂支援などです。これからも地域に密着した、

地引網体験

様々な奉仕活動を、地域と共に楽しく行っていきたいと考えています。
最後はお待ちかね、田中俊實 奉仕プロジェ
クト部門長
（鹿屋RC）
のハッピークラップで、
会場全体がやる気と笑顔に満ちあふれました。
各クラブの社会奉仕活動の詳細を知ることの
できる、有意義な会となりました。

各クラブの社会奉仕活動についてのアンケート結果をデータ版月信に掲載していますので、是非ご覧下さい。
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宮崎アカデミーロータリークラブに行ってきました

宮崎アカデミーロータリークラブに行ってきました
国立大学の法人化に伴い設立された、宮崎アカデミーロータリークラブ。
一般のロータリークラブとは異なる特徴をもとに、
クラブのこれまでの創造
的な活動と今後の方針を取材するため、10月13日の例会に出席させていた
だきました。
（月信取材班）

■勢井由美子ソングリー
ダーの素敵な笑顔と元気な
歌 声 で 例 会 は 華 や かにス
タートしました。会員３名は、
バーチャル参加しました。

■会長の時間では 金岡保之会長が、西
アフリカの最貧国の一つ、トーゴ共和国
に対するこれまでの人道的支援活動の報
告と、ロータリークラブと大学・地域・
各組織団体を巻き込んだ、アフリカへの
強力なインパクトをもたらす支援の方針
をお話されました。
■この日の卓話では、平野かよこクラブ
会員（宮崎県立看護大学学長）が、保健
師の活動の独自性についてお話されまし
た。

アカデミーRCならではの、例
会の質の高さを感じました。

日本の看護職にありながら、助産師・看
護師に比べると相対的に認知度の低い保
健師。しかしその役割は社会にとって極
めて重要。
保健師は公衆衛生を担う看護職であり、
保健指導を業とする。
それゆえ、保健師が市民の健康を守ると
きは、個人から始まり家族地域へ広
がる視点を持つと共に、地域全体の特性
を捉えた上で、個人にフォーカスして保
健活動を展開する、すなわち２つの視点
（二刀流）で活動するのが保健師の本来
の姿である。

私たち、宮崎アカデミーロータリークラブの特徴

■この日はめでたいこと
に新入会員３名の入会式
がありました。
【中田哲朗さん、山中章
英さん、戸田淳子さん、
ご入会おめでとうござい
ます】この日をもってク
ラブ会員数は38名 41
名となりました。
私たちロータリアンは五大奉仕を達成するた
めに、国際性や社会の問題を解決するための
専門性を必要とする場合があります。アカデ
ミークラブはそれらのポテンシャルを十分に
兼ね備えているため、私たち2730地区と、
地区内各クラブはアカデミークラブと適切な
パートナーシップを築くことで、奉仕活動を
さらに成功に導くことが出来るのではない
か、と感じました。（月信委員会）

池ノ上克 宮崎大学学長
（宮崎RC会員）
も出席され
て、例会をあたたかく見守ってくださいました。ユー
モアと笑顔の多い、気さくな例会の雰囲気でした。
2020-21年度

会長エレクト

水居

徹

■私たちは６万円の年会費や、月２回の例会など、会員であることのハードルを下げたこともあり、会員は
増加傾向にあります。（現在41名）しかし発足当時のロータリー経験者が３名と少なく、出席率を上げて親
睦を図るというロータリーの伝統が受け継がれていない為、出席率が思うように伸びません。さらに月２回
の例会ではコミュニケーション不足が否めません。そこで昼間の例会とは別に、メークアップ対象となる
「夜間特別委員会」を開催したり、懇親会を催したりすることで、ロータリーの知識や会員の交流を深めてい
ます。コミュニケーション不足を解消するために、会員全員がメーリングリストで繋がっており、さらに理
事役員とはLINEのグループ機能を使って連絡をとっています。ロータリー経験者が少ないため、伝統的な
クラブから見るとおしかりを受ける部分があるかもしれませんが、儀式的な要素は極力なくすなど、あえて
新しいロータリークラブのスタイルを模索しています。会員は半数が大学関係者、残り半数が民間人です。
この特徴ある会員構成により、大学側と民間側のお互いの「ものさし」を提示・共有し、それぞれのアイデア
を協力して実現させやすい環境ができています。例えば、えびの地区の火山噴火による河川のヒ素汚染の際
に、何か対策ができないかとの民間の問いに、当大学の研究員が派遣され、研究が効果的に進められ、汚染
対策を成功させたりしました。
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アカデミーロータリークラブだからできること
「トーゴ」
と東郷で、
意気投合♥ 金岡会長と

アカデミーRCの、
「アフリカ支援の輪」

■宮崎アカデミー RC会長 金岡保之氏は、宮崎大学 地域資源創成学部の准教授であ
り、地域にグローバルなインパクトを与えることで、地域の国際化を促進させるという
「地域の国際化」をテーマに、教育や研究に取り組んでいます。その一方で同氏は、在日
トーゴ共和国大使館の助言により、2011年に日本トーゴ友好協会を設立し、西アフリ
カの最貧国の一つ、トーゴで人道的支援活動を行っています。トーゴは「アフリカの笑
顔」と呼ばれるほど国民性は明るく、天然資源も豊富で、限りない可能性と魅力を秘め
ており、トーゴの魅力を多くの日本人に発信することが協会の使命です。その一方で
トーゴは後発開発途上国であるため、インフラ整備が急務であり、協会としてもドナー
を募り、安全な水の供給や図書の寄贈などの人道的支援をおこなっています。
■金岡研究室は、
「地域の国際化」の研究の一環で、地域にグローバルインパクトを与え
る為に、JICAの協力を得て、
『
「トーゴ」と東郷で、意気投合♥』を合言葉に2017年７月
に、トーゴ共和国のセダミヌ臨時代理大使を、宮崎県日向市 東郷（とうごう）町に招へ
いしました。地域の国際化を目的に、十屋幸平日向市長とセダミヌ大使の「ひょっとこ
踊り（日向市の伝統芸能）」共演ビデオなどを研究室のHPなどで公開したところ、内閣官
房東京オリパラ推進本部事務局の職員の目にとまり、東京オリパラのホストタウン締結の
きっかけとなりました。それにより、今度はこれまで繋がった組織や団体が協働して、
日向市がトーゴ及び駐日トーゴ大使館から訪問団を招へいするのに成功したのです。
■今年度は宮崎アカデミーロータリークラブもトーゴ支援のドナーとなり、トーゴ国内
の井戸の改修に取り組んでいます。「他国を支援するうえでのレガシーの一つは、次世
代を担う【グローバル人材】を創成することである」と捉える金岡会長は、今後さらに
大きなインパクトをもたらすことの出来るロータリークラブも支援の輪に入って頂き、
地区補助金やグローバル補助金の活用により、アフリカへの支援を手段として、「社会
に大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、リーダーシップを育成させた
い」と考えています。
11月17日付 西日本新聞記事を、データ版に掲載します。

宮崎大学の学生たちを前に、
「しくじり先生」講座

▼トーゴ大使と東郷町の小学生との交流

▼トーゴ大使と日向市長とのひょっとこコラボ

▼トーゴ・駐日トーゴ大使館からの訪問団

ロータリークラブ
地域

アフリカ支援
↓
強力なインパクト

大学

各組織・団体

クラブ会員達による、
職業紹介

■宮崎大学の学生１.２年生を対象に、当クラブ会員がそれ
ぞれの職業活動を紹介する「ライフプラン作成のための、
キャリアデザイン講座」を開催しました。（基礎教育共通科
目・２単位取得講座）この講座は当クラブ会員達が講師と
なって、会員達の学生から社会人になり今に至るまでを、成
功・失敗談を含めて赤裸々に語ってもらい、受講した学生達
が未来のライフプランやキャリアを形成する際にそれらの体
験談を活かしてもらおう、という取り組みです。１回の講義
時間は70分で、合計13回にわたる講座で、学生からの評判
も良く、来年度も同様の講座を企画する予定です。
担当：中野 敦クラブ会員
（産学・地域連携センター地域デザイン講座特別准教授）

クラブ会員達の職業倫理をこれからの時代を担う若者たちに
伝えることで、ロータリーの理念である職業奉仕やリーダー
シップの育成を目指します。
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クラブ活動報告
❖クラブ活動報告

大口RC

人吉豪雨災害への物資・義捐金支援

2020年7月９日、22日
人吉市内にて

令和２年７月豪雨災害に際し、人吉に支援物資と義損金を届
けました。災害から５日後の９日には人吉・人吉中央の両
ロータリークラブが設置した支援物資集積所に要望のあった
タオル・Ｔシャツ等を送り届け、また22日には市役所災害
対策本部に義捐金を寄付
しました。
想像を絶する悲惨な状況

でも必死で復旧に向け作
業している市民の姿に感
動し、ボランティアとし
て参加出来ない事が残念
でした。一刻も早い復興
と、普段通りの生活に戻
る事が出来るよう心から
お祈りします。

災害時の人吉市街地の状況

人吉市長からのお礼状 ▶

大口RC

支援物資集積所の様子

高校で面接練習会を
おこないました。

松岡隼人人吉市長

2020年９月29日、30日
鹿児島県立伊佐農林高等学校にて

毎年恒例の「伊佐農林高校 面接練習会」も今年で15回目
を迎えました。就職・進学には避けて通れない面接の練習
を、青少年奉仕・社会奉仕・職業奉仕の一環として行ってい
ます。生徒達の真剣で真っ直ぐな目に面接する側も緊張しま
した。後日、本村校長先生からお礼状を頂き、そこには「教
員が実施する面接練習とは異なり、生徒たちは緊張感の中、
力を試すことができました。特に就職希望の生徒たちは、入
社試験が目前ということもあり、頂いたアドバイスが心に届
いていると感じます。」と書かれておりました。

❖クラブ活動報告

鹿児島西RC

コロナ禍の中、万全の対策で観月会

2020年９月30日
城山ホテル鹿児島にて

コロナ感染防止のため、アクト、プロバス、家族の参加もご遠慮い
ただき、少人数（30名）での宴となったが、昔ながらの月見らし
く、１斗瓶に薄、栗、萩、女郎花を活け、季節の実り、芋、南瓜、
栗、等を飾り、大盃に月を沈めた。
例会のあと、篠笛奏者 瀬戸口留美子さんの演奏で開宴、見事な宵
待月も上がった。秋頻り。
アクリルパネルで仕切られての観月会だったが、素晴らしい夜会と
なった。

皆様のクラブの活動報告や新聞掲載記事などを是非お送り下さい。（月信委員会）
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クラブ活動報告
❖クラブ活動報告

川内RC

市内４高校の生徒に、奨学金を
支給しました。

2020年７月14日、15日、16日、21日
薩摩川内市内４高等学校にて

当クラブの奨学金制度は、青少年の健全な育成に寄与するこ
とを目的としています。奨学金を給付する対象の生徒は、各
高校の学校長が推薦します。近年では４校から一人ずつ推薦
される生徒に、５万円ずつ給付しています。（南日本新聞朝
刊に掲載）

奨学金受け渡しの様子

川内RC

レガッタを寄贈しました。
2020年９月19日
「地元自慢の川を舞台に、青少年育成」 薩摩川内市 川内川交流センターにて

薩摩川内市ボート協会にレガッタ６艇を寄贈し、贈呈進水式
が行われました。当市は九州で２番目に長い川内川が中央部
を流れる、川と共存共栄している街です。レガッタ大会が毎
年開かれるなど競技も盛んで、地元高校２校には漕艇部があ
ります。ただし現状では練習艇が足りず、陸上での練習がメ
インです。当クラブでは高校生に少しでも長く水上練習をし
てほしいとの思い、そして小中学生が川に親しむきっかけに
してほしいとの思いで、レガッタを寄贈しました。進水式で
はレガッタ乗船は初めてという20名ほどの小中学生たち
が、漕艇部の高校生と一緒に川面を漕ぐ体験学習も行いまし
た。小学生は、はじめは重たいオールを操るのに苦労しまし
たが、慣れてくると歓声をあげ楽しんでいる様子。下船後は
皆ニコニコ顔で「大変だったけど気持ちよかった」「川面が
近かった」「皆で合わせて漕ぐと早い！」と語ってくれまし
た。地元自慢の川内川からクラブ伝統の青少年育成活動を発
信、ロータリークラブPRにも寄与しました。

神事および進水式

地元自慢の川内川

10月 入会報告
松本

征治（ 延 岡 R C ）

後藤

雅彰（ 都 城 R C ）

田中

康之（ 宮 崎 西 R C ）

早水

久博（ 阿 久 根 R C ）

久積

英子（ 宮 崎 北 R C ）

阿波部康志（ 宮 崎 東 R C ）

田中

戸田

淳子（ 宮崎アカデミーRC ）

中田
山中

ご入会おめでとうございます。

上野

賢明（ 国分中央RC ）

池田

裕樹（ 鹿 児 島 R C ）

仮屋

久夫（ 姶 良 R C ）

池田

香織（ 鹿 屋 R C ）

上山眞太郎（ 加 治 木 R C ）

神宮司一弘（ 指 宿 R C ）

楢崎

晃弘（ かのや東RC ）

武（ 加 治 木 R C ）

義博（ 伊 集 院 R C ）

新元

淳平（ 奄美中央RC ）

黒武者和浩（ 霧 島 R C ）

中渡瀬敏克（ 頴 娃 R C ）

三原

和興（ 奄美瀬戸内RC ）

哲朗（ 宮崎アカデミーRC ）

中西

一男（ 霧 島 R C ）

谷口

郁代（ 鹿児島東RC ）

章英（ 宮崎アカデミーRC ）

山下

一郎（ 国分中央RC ）

尾上

彬斗（ 鹿児島サザンウインドRC ）

中村

10月 退会報告

おつかれさまでした。

黒木

孝幸（ 日 向 東 R C ）

比田勝博文（ 串 木 野 R C ）

中俣

直人（ 伊 集 院 R C ）

畠中

和広（ 宮 崎 東 R C ）

喜友名栄治（ 加 治 木 R C ）

小田

吉原

浩（ 都城中央RC ）

満留

白坂

伸（ 鹿児島令和RC ）
勇一（ 鹿 屋 R C ）

亮太（ 指 宿 R C ）

東

勉（ かのや東RC ）
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元気なクラブとなるためのステップ
クラブの3〜5年後の姿を思い描く
・年に1度、クラブのビジョンについて話し合う。クラブ
の健康チェックを使ってクラブの強みと改善点を探る。
・戦略計画立案ガイドを使って
長期目標を立てる。

コロナ禍の今だからこそ、クラブを見つめなおし
ましょう。そして、できることから始めて、それを
「形」
にしましょう。

年次目標を立て、ロータリークラブ・
セントラルに入力する
・クラブが得意とする活動や分野を見つけ、その長所をさ
らに伸ばす。
・月1回、目標に向けた進捗状況を各委員会に伝える。

会員が積極的に参加でき、情報豊
かな例会とする

クラブ内でオープンなコミュニケー
ションを図る

・クラブの良い点、改善点を探るために会員満足度調査を
実施する。調査の結果を基に、今後の実行項目を決める。
・従来型例会、オンライン例会、奉仕プロジェクト、親睦
の集まりなど、さまざまな例会形式を取り入れる 。

・例会、クラブのウェブサイト、ソーシャルメディアで情
報を共有する。
・定期的に会員の声を聞く機会を設ける。
・ブランドリソースセンターから入手できるテンプレート
を活用し、クラブのパンフレットと会報をつくる。

後継者を育て、スムーズな引き継ぎ
を図る

クラブの運営方法を反映させて、
細則を独自に修正する

・継続性を図るため、次年度以降のリーダーも任命する。各委
員会には現委員長のほか、次期委員長と元委員長も含める。

・会員とともにクラブ細則を毎年見直す。

・次期役員のために「OJT（オンザジョブトレーニン
グ）」を行う。各役員の責務内容を文書にまとめる。

会員同士の交流を深める
・「新会員オリエンテーション：ロータリーでの第一歩を
踏み出してもらうために」を参考にする。
・毎回の例会で違う会員と同席するようにする。

・推奨ロータリークラブ細則のテンプレートに手を加え、
クラブの新しい手続きや運営方法が反映されるようにす
る。

会員が心から関心をもてる活動に
参加できるようにする
・会員の関心を調べるアンケートを実施し、その結果を基
にプロジェクトや活動を計画したり、会員が満足できる
例会を企画する。
・新会員の関心を調べ、各自に合った役割をクラブで担当して
もらうことで、入会後早い時期から新会員の参加を促す。

ロータリーのリーダーとなる人材を育てる

クラブ運営に必要な委員会を設置する

・クラブの研修リーダーまたは研修委員会を任命し、研修
プランの立案と実施を担当してもらう。

・小規模クラブ：委員会の活動を統合する方法を検討する。

・「実践リーダーシップ」の研修を実施し、会員のリー
ダーシップスキルを磨く。

・大規模クラブ：全会員が参加できるよう、追加の委員会
を設ける。

お知らせ
11月号7ページの地区ローターアクト活動現況の中で宮崎西フェニックスオーシャンローターアクトクラブのスポ
ンサークラブが宮崎中央RCとありましたが、正しくは宮崎西RCです。お詫びして訂正いたします。

風呂井敬ガバナーが、両県県庁を相次いで訪れ、河野俊嗣宮崎県知事、塩田康一鹿児島県知事に表敬訪問を
おこないました。そして両知事にロータリーの理念をお伝えするために、四つのテストが刻まれた木盾を謹呈し
ました。鹿児島県知事には、来年５月に開催される2730地区の地区大会への出席要請もいたしました。

金丸ガバナー補佐
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河野宮崎県知事

風呂井ガバナー

野井倉ガバナー補佐、上川ガバナー補佐、塩田鹿児島県知事、風呂井ガバナー、北山地区幹事

