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青空に登る

竹山 真之介（奄美中央）
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安満 良明（加治木）
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松本 美恵子（出水）
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富岡 優子（延岡東）

月信・年次委員会殿

森代 菜々

（出水会員のご家族）

ハッピースマイル

尾形 栄（延岡）
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「あのね」
「なんちよ？」
王谷 るり

（鹿屋西会員のご家族）
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王谷 俊尭

（鹿屋西会員のご家族）

最終選定委員会 報告書

公共イメージ委員会副委員長 桑畑誠
（宮崎北RC）
公共イメージ委員会委員 徳永博光
（指宿RC）
公共イメージ委員会委員 久木田弘
（鹿屋西RC）
21-22広報・公共イメージ部門部門長 田村香代子（都城中央RC）
広報・公共イメージ部門部門長 尾形栄
（延岡RC）
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恵原 龍三郎（奄美中央）

古木 圭介（鹿児島西）
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笠井 幸司（延岡）

月灯り仲良し家族
吉田 静正（延岡中央）
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岡﨑 亜希子（延岡東）
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RID2730 第１回フォトコンテスト応募作品

開催日時：2021年４月10日
（土） 13時00分〜16時30分
開催場所：地区事務所
（都城メインホテル４階）
出 席 者：
RID2730 PDG 安満良明
（姶良RC）
フォトコンテストアドバイザー 塩屋三智年
（都城中央RC）
ロータリー情報誌委員会委員長 川添大
（きもつきRC）
広報・IT委員会委員長 安達龍大
（宮崎北RC）

銅
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山村 健司（日向東）
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ずーっと一緒

（鹿児島南会員のご家族）
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ロータリーディ清掃活動

田宮 日出男
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世界へ飛び出せ
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明日も晴れ

家族でニコニコ

上杉 健一郎（延岡中央）

受賞作品一覧

孫のコロナ対策
濟陽 順司（都城）

ガバナー
賞

冬の渚

海江田 嗣人（鹿児島西）

彩（あや）
王谷 安見

（鹿屋西会員のご家族）

１．協議内容・決定事
１ RID2730第１回フォトコンテスト入賞作品最終選定（金賞・銀賞・銅賞・奨励賞・ガバナー賞）
２ 副賞等の決定
３ ガバナー賞は北山地区幹事と尾形部門長との協議の上決定とする。
４ 地区大会においての表彰式等の打合せは北山地区幹事と尾形部門長の間で行う。
５ 地区大会会場の展示方法・備品等の確認と今後のスケジュールの打合せ
（地区大会運営委員会、
ホテル側との打ち合わせは久木田委員が担当）
６ ガバナー賞の賞金等は北山地区幹事と尾形部門長との協議の上決定とする。
２．詳細
（協議内容・決定事項）
１ 入賞作品はガバナー月信６月号・７月号へ掲載する。 議事録作成人 尾形 栄

受賞作品は、ガバナー月信６月号
（今月号）
と最終号に分けて、表紙と裏表紙に大きく掲載いたします。
お詫びと訂正：紙面版ガバナー月信6月号の当ページにおいて誤りがありました。謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。
誤）奨励賞 希望 岡崎 亜希子
（延岡東） → 正）奨励賞 希望 岡﨑 亜希子
（延岡東）

ガバナーメッセージ

6月

ガバナーメッセージ
2020-21年度

ガバナー

風 呂 井 敬（鹿屋西RC）

ロータリーの親睦とは、ロータリー運動を
志す仲間の連帯、友情です。

Jun

ロータリー親睦活動月間

あじさいの花が雨に濡れ、さわやかな初夏を感ずる季節となりました。クラブ会長・幹事・会員の皆様はお変わ
りなくお過ごしのことと思います。昨年１月、日本で初めての新型コロナウイルス感染者が確認され、その後感
染は、全国に加速度的に広がり、ロータリーにおきましても例会がない、あるいはロータリアン同士顔を合わせ
ない日常、奉仕活動ができない日常が続いておりましたが、そのような中でもZoomを活用したオンラインに
よる例会、医療従事者にフェイスシールド、マスクの支援等様々なプロジェクトが実施されました。コロナ禍、
あっという間に１年が経ち、私のガバナー年度も残り１ヶ月となりました。「自粛はすれども委縮はしない」と
いう精神の下、未来に繋ぐ活動に取り組んで参りましたが、長いと思っていた１年は、思いのほか早く過ぎ、今
年度素晴らしい会長・幹事の皆様と御縁を戴き、このコロナ禍、親しくさせていただいたことは、私の最大の喜
びでもあり本当に有難く思っているところであります。

さて６月は、「ロータリー親睦活動月間」です。
この月間にクラブと地区は、親睦活動を推進するよう奨励されています。ガバナーは、月信で親睦活動を推進
し、親睦活動の１年の活動状況について地区研修・協議会または地区大会で報告するよう奨励されていますが、
地区における親睦活動は具体的にはあまり行われてないのが実状であります。レクレーションや職業上でおなじ
関心を持つロータリアン同士の国際的な親睦と親善の重要性を認識し、親睦活動への参加を促し、親睦活動プロ
グラムへの理解を促すための月間です。ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心を持つロータリアンが集
まったことがきっかけで1928年に始まりました。日本では約80のグループが存在しています。ヨット、野球、
ゴルフ、囲碁、切手収集、ランニング、フィットネスなどがあり、世界的な規模で活動しています。ロータリー
親睦活動については、RIのウェブサイトや国際大会のブースなどで知ることができます。ロータリーでいう親睦
は、英語ではフェローシップ（Fellowship）となっています。ただ、英語のフェローシップ（Fellowship）の
意味は、日本人がイメージする親睦のイメージとは少し異なっているようです。辞書によれば、フェローシップ
とは、『何かを一緒に行う、
または利害を分け合う人々の行いで生まれる友情の感情、仲間意識、連帯感』と言う
意味になります。つまり、ロータリーの親睦とは、ロータリー運動を志す仲間の連帯、友情ということになります。
本年度第2730地区、地区大会には、我々ロータリアンが最も尊敬する千玄室RI会長代理の御臨席のもと、
塩田康一鹿児島県知事、中西茂鹿屋市長にはビデオメッセージで参加いただき、地区指導者育成セミナー講
師の第2770地区中村靖治パストガバナー、RI会長代理エイド役の安満良明パストガバナーをはじめとする
地区内パストガバナー、第2720地区硯川昭一ガバナー御夫妻そして地区内のロータリアンの皆様に、コロ
ナで大変厳しい状況の中、御参集いただきました。新型コロナウイルス感染予防の為、行動が種々制限さ
れ、５月15日
（土）
の１日大会の開催とし「世界を変える行動人、機会の扉を大きく開き、平和を目指そ
う」のテーマのもと、会場の参加者を制限し、YouTube同時配信による視聴も交えた新しい方式で実施、未
来を見据えた新たな成長への「機会」と受け止め、心を一つに同じ時間を共有し、絆を深め平和の大切さを
確認できる地区大会と致しました。
RI会長代理として御出席いただきました千玄室様には、「不易流行・ロータリーで豊かな人生」という特別
講演をいただき、98歳という年齢を感じさせない若々しい声、哲学的な、そして全てに深みのあるお言
葉、ロータリーあるいは平和への熱い想いに、会場、YouTube参加者全ての方々が感動を受け、この大会
の成功に繋がるインパクトのある素晴らしい講演でした。中村パストガバナーの「国際ロータリーの未来形
成とロータリークラブ」では、これからのロータリーについて大変示唆に富んだお話をうかがうことが出来
ました。この大会で学び得た事柄が、奉仕の心を掻き立て、ロータリー会員そして多くのロータリーファミ
リーが共に手を取り合って行動し、世界平和、職業倫理の高揚、人々の幸せ、自分自身の向上、時代を担う
青少年育成のために機会の扉を開いていただいたものと思います。
私たちの任期はあと１ヶ月です。年度の総まとめ、次年度への引継ぎ、新しい年度を迎えるに当たって次年度役
員に対する協力などは勿論のこと、変わりなく例会も開催しなければなりません。慌しく年度末を迎えられるこ
とと思いますが、最後までクラブ運営に力を注ぎ、悔いのない年度を全うしていただきますようお願い致します。
ガバナー月信

6月号

1

地区大会ダイジェスト

2021.5.15 ホテルさつき苑よりライブ配信

ホルガー・クナーク 会長は︑ロータリー
の中核的価値観を基に︑世界中の友人たちとと
もに︑より豊かで意義ある人生への機会の扉を
開き︑急速に変化する世の中で︑ロータリーを
成長・進化させるには︑適応力が重要であると
述べ︑会長テーマを﹁ロータリーは機会の扉を
開く﹂とされました︒
そしてこのことを受けて地区スローガンを﹁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﹂としたところであります︒この
大会で学び得た事柄が︑奉仕の心を掻き立て︑
ロータリー会員そして多くのロータリーファミ
リーが共に手を取り合って行動し︑世界平和︑
職業倫理の高揚︑人々の幸せ︑自分自身の向
上︑時代を担う青少年育成のために機会の扉を
開いて下さることを祈念いたします︒

鹿屋は戦中︑海軍特別攻撃隊の一員であり
ました私にとって思い入れの深い場所であり︑
仲間の慰霊のために幾度となく訪れ︑小塚公園
にある旧鹿屋航空基地特別攻撃隊戦没慰霊塔に
て︑戦友たちに一盌のお茶を捧げて参りまし
た︒ホルガー・クナーク 会長は﹃ロータリー
は機会の扉を開く﹄のテーマを掲げられていま
す︒会員おひとりお一人が自身の職業意識を良
心的に発露され︑少しでも世の中が平穏に︑そ
して和やかになるよう行動することによって︑
その真価が現れます︒そして皆さんがロータ
リーの奉仕を通じ︑有能で思慮深く︑寛大な人
びとが手を取り合い︑行動を起こすために繋が
りを築いていくことをクナーク会長は望んでお
られるのです︒

2

敬（鹿屋西RC） 挨 拶
風呂井
玄室（京都RC） ご挨拶

RI

RI

2730地区ガバナー

2020-21年度

千

敬 ガバナー
風呂井
RI会長代理
玄室

国際ロータリー会長代理

2020-21年度

オープニング お祝いの舞
「高砂」
観世流能楽師 梅若 泰志
風呂井ガバナーが謡いを披露されました。
司会：庄村 奈津美
（KTSアナウンサー）
千

新型コロナウイルスの流行により︑ロータ
リーでもさまざま運営方式が変わり︑この危機が
過ぎ去った後には︑新たな現実が待ち受けている
でしょう︒今こそ私たちがロータリーの中核的価
値観を見直し︑自分たちにとってなぜロータリー
が重要なのか︑そして今後もロータリーを守って
いくために必要な資質は何か︑を考える必要があ
ります︒
地区大会は︑私たちが力を結集し︑よりインパク
トの大きなロータリーの奉仕について考え︑会員
の積極的な参加を促す機会となります︒今年度︑
私たちはロータリーの成長に力を注ぎます︒しか
し私にとってロータリーの成長とは︑新会員がク
ラブに馴染めるように特別の配慮をしたり︑すべ
ての会員が積極的に参加していけるように取り組
むことを通じて︑会員を思いやることを意味しま
す︒皆さまがこの地区大会でアイデアを寄せ︑活
気を高めてくださることを願っています︒

今年度の地区大会は、YouTubeにてライ
ブ配信というかたちで行われましたが、
「記憶に刻まれる新たな機会の扉」となる
実りある地区大会となりました。

ホルガー・クナーク 会長ご挨拶

地区大会ダイジェスト

国際ロータリー会長
2020-21年度

RID2730 2020-21年度

国際ロータリー第2730地区 2020-21年度

地区大会ダイジェスト

地区大会決議

決議 第1号 「国際ロータリー会長の本年度目標に協力する件」 決議 第8号 「国際ロータリー第2730地区における地区ビジョン推進に関する件」
決議 第2号 「国際ロータリー会長に対し会長代理派遣に感謝する件」 決議 第9号 「国際ロータリー第2730地区クラブビジョン策定を推進する件」
決議 第3号 「国際ロータリー会長代理 千 玄室氏に感謝する件」 決議 第10号 「コロナ禍における環境に即応したロータリー活動を推進する件」
決議 第4号

「直前ガバナー 喜島 健一郎氏並びに直前地区幹事 岩切 承自氏、 決議 第11号 「効率的な地区運営を図るため現地区事務所の
直前地区財務委員長 衛藤 清隆氏に感謝する件」
機能と役割を強化する件」

決議 第5号 「国際ロータリー2020-21年度国際大会（台湾・台北）参加の件」
決議 第12号 「2022-23年度に地区70周年を迎えるにあたり
70周年実行委員会を設置する件」
決議 第6号 「RLIロータリーリーダーシップ研究会への積極的参加の件」
決議 第13号 「ホスト、コ・ホストクラブ並びに協力諸団体に対する感謝の件」
決議 第7号 「国際ロータリー第3661地区並びに
第3482地区との姉妹盟約継続に関する件」 決議 第14号 「次年度地区大会開催に関する件」
第2770地区パストガバナー

中村 靖治氏

（地区指導者育成セミナーにて）

講演「国際ロータリーの未来形成とロータリークラブ」
2030年に向けて

ロータリー未来形成委員会の構想

構想の背景
１．
多様性、公平さ、開放性 ２．
プログラムを他の地域でも共有することの必要性
３．
指導者的な地位に立つ者が負う責任や義務 ４．
ロータリーの行動計画

未来形成の構想内容
世界区分が変わる

地域区分が変わる

クラブが変わる
国内2237クラブ
\102セクションにまとめら
れる
（１セクション＝20〜30
クラブ）

■ガバナー
\

■世界：524地区
\1873セクション
■日本： 34地区
\102セクション

■世界：34ゾーン
\ 20地域
（リージョン）
■日本： ３ゾーン
\ １地域
（リージョン）

セクショナルリーダー
102人／任期２年
ローターアクトクラブの参加
非ロータリアンの参加

34人／任期１年
地域カウンシル
28人／任期３年

以上のことは、国際ロータリーが決定した
ものではありません。今後も協議を重ね、
修正をおこない、2022年度規定審議会に
RI理事会から制定案として発議されます。
SRFはロータリーの組織変更の形態であ
り、ロータリーの目指す奉仕の理念はいさ
さかも変わることはありません。

多様性、公平さ、開放性に関するRI理事会の声明
ロータリーは、持続可能な変化を生むために人びとが手を取りあって行動する世界を目指すグローバルネッ
トワークとして、多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、社会的地位、文化、性別、性
的指向、性自認にかかわらず、あらゆる背景をもつ人の貢献を称える。ロータリーは、少数派グループが会
員およびリーダーとして参加できる機会が多く存在する多様で、公平で、開放的な文化を育む。多様性、公
平さ、開放性を最優先とすることは、会員と職員を含む全員の責務です。
多様性
（ダイバーシティ）
ロータリーは、あらゆる背景
をもつ幅広い文化、経験、ア
イデンティティの人を歓迎し
ます。

公平さ
（イクォーリティ）
ロータリーは、クラブ会員の
公平な扱いと機会の均等を保
つように努めています。

開放性
（インクルージョン）
ロータリーは、あらゆる人が歓迎さ
れていると感じ、尊重され、会員と
して大切にされるクラブの環境づく
りに力を注いでいます。
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地区大会ダイジェスト

休憩中に、裏千家・前家元でもあられる、千玄室氏がみずからお茶をおたてになるサプライズもありました。
2020-21年度

千

国際ロータリー会長代理

玄室（京都RC） 特別講演 「不易流行 ロータリーで豊かな人生」

裏千家の後継ぎとして生を受けた私にも、戦時には招集がかかりました。理系の学生達は国の技術を守るた
めに残されましたが、私を含め文系の学生達は戦地へと送り込まれる運命でした。私は海軍に配属され、志
願して特別攻撃隊として鹿屋に赴いたときは、「私はもうここで死ぬんかな」と思いましたが、数日間の待
機命令の後に松山の基地に配属・終戦となったため、私は生き残ることとなったのです。今から500年前の
戦国時代に、千利休は豊臣秀吉に「不易流行、それぞれの時代にはそれぞれの時代の流れがあります。」と
助言したそうです。流れに翻弄されないようにまず自分の足元を固める、そしてそこから時代の流れに沿っ
て新しい想像力を形にする、それが不易流行の哲学だと考えます。日本は戦争には負けましたが、ここまで
発展を遂げてこられたのは、まさに国をあげて不易流行を実践してきたからではないでしょうか。日本の
ロータリーは100年の歴史を持ちます。そして私たちロータリーには歴史と世代を超えて対等に親しくでき
る環境が整っています。過去の戦争を顧みて未来を見据える私たちロータリアンは、個々の力は小さいけれ
ども、9万人を超える日本のロータリーアンの力を結集することで世界を豊かに変えることができるはずで
す。コロナ禍を乗り越えて再びロータリーアンが立ち上がる為に必要なことは、「謙虚さ」そして「柔軟
さ」です。ロータリーアンは「奉仕」を実践することで、自己の職業以外の場で自らを豊かにすることがで
きます。そして奉仕とは、金銭や知識を単に提供するだけでなく、ロータリーを通じて奉仕を実際に「実践
できる人」になることを言います。私は国連親善大使として飢餓や暴力で次々に死んでゆく子供たちの現状
を改善するべく活動してきましたが、残念ながら国連は全ての常任理事国が賛成しない限り行動を起こせま
せん。不易流行＝柔軟性を兼ね備えた私たちロータリーこそ、世界を変える行動人になることが出来るので
す。「未来形成（シェイピング・ヒューチャー）」私たちロータリアンは世界を変える為の組織や仕組みを
しっかりと整え、そして世界に向けて集団的に実践することが私たちに課せられた任務・責務であると思う
のです。

地区大会の様子は
YouTubeで
ご覧になれます
4

フォトコンテスト パネル展示をバックに

呈茶のご提供
（淡交会鹿児島支部の皆様）

地区大会の閲覧は、

▲

鹿屋西ＲＣの元気なスタッフたち

2730地区のHPから
進むことができます。

地区大会エンディング

ヒメヒコ・キャスト＆劇団ニライスタジオ

ここから旅立っていったあなたたちへ
〜鹿屋の若者が綴る平和のメッセージ〜

本会議の最後は、地元の高校生たちがステージに上がり、平和を祈る歌を合唱する中、宮下

倭摩さんが

作文を朗読され、過去の戦争の悲惨さをもとに、世界平和実現への想いを伝えられました。

時を超え

宮下

倭摩

市丸海軍少将殿。あなたは今、どこで眠っていますか。
砲弾の雨を避けながら、硫黄島でしたためたあなたの想いは、半世紀以上経った今でも、僕たちの心の深い
ところに語りかけてきます。
第二次世界大戦下の硫黄島で、当時のアメリカ大統領であった、フランクリンルーズベルト氏に宛て、あな
たが書いた手紙。そこには、僕の「戦争」に対する概念を覆す記述がたくさんありました。「日本は東洋民族
の開放を目指した」
とか、
「世界は皆弟妹だと信じる天皇の仕事を、我々日本人は補佐している」などなど。
あの時代に、未来の世界平和を念じて戦っていたというあなたの主張に、僕は心から驚きました。なぜなら
日本は自国の戦力を過信し、己の欲のために世界を敵に回したのだと教えられてきたからです。もちろんこ
れは、一軍人であるあなたが書いた手紙であり、日本国民が全てその意思を理解していたかは定かではあり
ませんし、どんなに崇高な理由があろうと、多くの犠牲を強いた大戦を美化することはできません。しか
し、どの戦争も正義と正義のぶつかり合いであり、どちらが悪でどちらが善なのかではなく、どうすればよ
かったのか、どうしたら犠牲を強いずに互いの想いを理解し得たのかを、僕たちは歴史の中から学ばなけれ
ばならないと気付きました。
それから、あなたが強く訴えた「世界が強者の独占するものであるならば、永久に闘争を繰り返し、世界人
類に安寧幸福の日は来ることはない。」と言う言葉が、僕の心に深く刺さりました。世界中には、今十分に
食べるものさえなく、教育も受けられず、貧困の連鎖が止まらない国が沢山あります。まさにあなたが心配
したとおりの未来です。どこかで紛争が起き、どこかでテロに怯え、どこかの国と国が緊張状態にある。今
でも世界は、安寧ではありません。そして人種差別もいまだ消えていません。
あなたがいよいよ死に臨みながら訴えた想いに、約１世紀の未来を生きる私たちはまだ応えきれていないの
です。では、どうしたら世界の人々が、それぞれの地域で人として平安に暮らすことが出来るのか、ちっぽ
けな僕がそんな壮大なことを考えるのには、まだ人生経験が足りないのでしょう。しかし、今誰にでもでき
ることが一つだけあると思います。それは、ちょっとした想像力を持つことです。多角的な視点を忘れない
ことです。自分の正義と相手の正義の折り合いをつけたり、苦しんでいたり辛い想いをしている人に寄り
添ったり、まずは一人一人の小さな世界の中で、相手を思いやること。そこから少しずつ、地域へ、国へ、
世界へと視点を広げていくことならできると思うのです。そうやって育っていった思いやりはいつか大きな
力となり、弱き者に立ち上がる勇気を与え、世界の安寧へとつながっていくのではないでしょうか。
市川少将殿、僕はあなたの想いを受け止めたい。あなたが命をかけて僕らに残してくれたこのメッセージ。
僕があなたの手紙を読んで平和について考える機会を得たように、僕も誰かに自分の想いを継いでいきます。

大切な人に、まだ見ぬ未来の子どもたちに。
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世界の架け橋へ
2021年度

新たなるスタート

米山奨学生 オリエンテーション

2021.4.11
2021.4.18

鹿児島サンロイヤルホテル
ニューウェルシティー宮崎

2021年度の米山記念奨学生＆カウンセラーを対象としたオリエンテーションが開催されました。
今年度は新型コロナウイルスの影響を考慮して、宮崎・鹿児島の各県開催となりましたが、奨学生たちは選考
された喜びと希望を胸に、奨学生としての新たなライフステージをイメージ出来る素敵な機会となりました。

両県で開催されたオリエンテーション 【宮崎県
（左）
・鹿児島県
（右）
】

米山奨学生の目的は？

世話クラブとカウンセラー制度とは？

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本と
の懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学
生を奨学することを目的としています。優秀と
は、「①学業」に対する熱意や優秀性はもちろん
のこと、「②異文化理解 ③コミュニケーション
能力」への意欲や能力に優れている点が含まれま
す。ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブ
を通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加
と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想
とする国際平和の創造と維持に貢献する人となる
ことが期待されます。

奨学生には単に奨学金を支給するだけでなく、人
生経験豊かなロータリアンが１対１でカウンセ
ラーとしてケアにあたります。また所属する世話
クラブ全体での交流を通じて、奨学生はロータ
リー精神を学び、その活動や日本人の心に触れる
機会が得られます。
このようにロータリーとの交流を通じて、奨学生
としてふさわしい学生に導き育てることも、世話
クラブ及びカウンセラーの役割です。

奨学生にやってもらうことは？
①奨学生を毎月１回以上例会に招待します。②奨
学金を手渡す際に、一言近況をスピーチしてもら
います。③ロータリアンとの交流を通してロータ
リーの奉仕の心を理解してもらいます。④奨学生
が相談にのって欲しい事や聞きたいことがあれば
ロータリアンは親切に対応しましょう。⑤奨学生
には積極的に卓話の機会を与えてください。世話
に限らず近隣クラブにも奨学生を紹介する機会に
なります。

奨学期間終了後も
奨学生との交流を！

クラブをあげてのムードづくりが必須
カウンセラーは奨学生が多くのロータリアンと交
流できるようなムードづくりをしてください。こ
れにはクラブをあげての協力が不可欠です。
ムードづくりの具体例 ▶奨学生の名刺を作成し
て、ロータリアンと名刺交換をして、名前と顔を
覚えてもらう。▶奨学生を紹介する際は、どんな
研究をしているのかを分かりやすく伝えましょ
う。▶例会毎に奨学生の席を変え、多くの会員と
の交流を図れるようにしましょう。▶例会後に各
会員の勤務先を奨学生に見学させて、日本の働く
環境を学んでもらうのも良いでしょう。

奨学期間が終了したら奨学生との関係もそれで途絶えるのではなく、
クラブ全体として繋がりを保ってください。連絡先はクラブで把握
し、変更があった場合は奨学生が奨学会HPからログインして、変更
登録をするように指導してください。
母国に帰っても米山奨学会への積極的な参加を促しましょう。

現在2020年4月より2022年3月までの米山奨学生として当地区では18名の方をお世話しております。氏名並び
に出身国籍につきましては個人情報保護法を遵守ということで掲載を控えさせていただきました。
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米山奨学生 選考のご報告とお願い / RI規定審議会への立法案提出の報告

米山奨学生
米山記念奨学委員会部門

選考のご報告とお願い
長嶺

貴臣（宮崎北RC）

去る１月16日メインホテルナカムラにて2021年度米山奨学生の選考会が開催さ 待合室でもソーシャルディスタンス
れました。本年度は12名採用に対し29名の応募がありました。
１名は辞退されま
して28名の面接でした。
コロナの影響により当初は私一人で面接を行い、その様子をビデオフイルムに収
録して選考委員に配布のうえ合否判定を受ける予定でした。
しかし有難いことに、
当日の選考会には風呂井ガバナーと井福ＧＥが駆け参じていただき面接官計３名
で臨むこととなり、
また都城西ＲＣの方にもビデオ撮影の応援を頂きました。昨年
度より海外応募申込者も増え、本年度はベトナムと台湾の２名の方の応募もござ 面接の様子。長嶺部門長、風呂井
いましたので、後日ZOOMでの面接も含めて選考を進めました。お世話クラブ並 ガバナー、井福ガバナーエレクト
の3人で行いました。
びにカウンセラーの方には１〜２年間お世話になります。奨学生の例会出席の際
に、
クラブ会員全員への紹介をはじめ、奨学生にはロータリー活動や日本文化に親しんでもらうよう、
ご協力をお願
いいたします。家族ぐるみのお付き合いも日本の文化を知る上ではよいことだと思います。また日々の生活で困っ
たことが起きた場合などの相談にものってあげてください。皆様のお力添えが日本と出身国との懸け橋になり、ひ
いては世界平和への貢献につながっていくものと信じております。どうぞ奨学生を温かく見守ってあげてください。

2022年度

RI規定審議会への立法案提出のご報告
規定審議委員会

代表議員

押川

弘巳
（宮崎北RC）

RI規定審議会に、我が地区から3件の提案が提出されることとなりました。

当地区から、2022年度に開催されるRI規定審議会に向けて3件の立法案を提出し、地区の承認を得たあと
RI定款細則委員会で検討された結果、欠陥がないものとして暫定的に認められました。それにより今後RI理
事会が委員会の決定に同意した場合、この提案は2022年規定審議会に提出されることになります。
立法案第032号
（加治木RC）

提案

■ 標準クラブ細則

第7条

会合

第1節− 例会

「例会の休会判断、および連続休会制限の根拠を明示する」

（d）取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。（中略）
(5) 理事会は、(1)から(4)以外のここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を
取りやめることができるが、。ただし、(1)から(4)以外の理由の場合においては、3回を超え
て続けて例会を取りやめてはならない。
COVID-19が世界的蔓延をしている中、
ロータリークラブにおいては例会の在り方を含めその進め方に戸
惑いを覚えているのが実態である。 それは、定款の定める休会する際の理事会判断に迷いを生じる表現と
なっていることに起因する。 この際、休会判断の根拠を明確にし、
また、連続休会の制限根拠を分かりやす
く示すことによって、それぞれのクラブがコロナ禍にあって、新しい例会の持ち方など、創意工夫することに
よってクラブ活動全体が活性化するものと思料する。
立法案第033号
（RI第2730地区）

■ 標準クラブ定款

第10条

提案 「同じ年度に欠席をメークアップする規定を

出席

第1節− 一般規定(d)

例会の定例の時の前１４日または後１４日以内に変更する」

現在、出席率の算出がクラブの柔軟性により統一されてない状況にあり、出席率の取り方において公正さが
ない。又、同じ年度に欠席をメークアップするという長期に亘る規定のため、年度末に出席率を算出すること
になり、本来の出席率の趣旨が形骸化している。 ロータリークラブにおいて、例会は大変重要な要素で、出
席率も同様である。出席率は、
ロータリー活動をする上で、会員の意欲を高めることにも繋がっていると考え
る。 上記提案は、
より意欲的にロータリー活動に取り組む会員を増やして行くことを目的としている。
立法案第034号
（鹿屋西RC）

提案

■ 国際ロータリー細則

18.030.1. 人頭分担金

「40歳未満の会員のRI人頭分担金をローターアクト会員と同額にする」

ローターアクトクラブがRIの加盟クラブになったことを受け、
より多くの若い会員を増やすことを目的とす
る。40歳未満の若い会員が、会費の軽減を図ることにより、
ロータリークラブへ入会しやすくする。現在、
ロー
タリークラブにおいて、若い会員を増強し、育成していくことは、
ロータリークラブの活性化に繋がり、存続、
発展していくうえで急務かつ不可欠と考える。
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ガバナー補佐 グループの成果と課題
宮崎県北部グループ

ガバナー補佐

日向東ロータリークラブ

黒木

グループの成果と課題

耕作 Kuroki Kousaku

宮崎県北部グループ７クラブの会長・
幹事様と問題点等を共有できました。
①公式訪問では、短縮例会ながら、コロナ対策を考
え、７クラブの協力により４日間で終えられたこと
は良かったと思います。
②クラブの会長・幹事会は現在まで１回しか行えてい
ませんが協議内容も充実していたと思います。
③ロータリーデーにつきましても、各クラブの広報担
当者の協力も頂き、予定日時にできたことは、良
かったと思っています。
④コロナの感染拡大を防ぐために、休会にしたり、短
縮例会を行いながらも、ロータリーの活動ができた
ことは良かったと思います。
⑤コロナの感染拡大防止の為のロータリーとしての行
動は、積極的に行う事だと思います。
かのやばら園

宮崎県中部グループ
宮崎西ロータリークラブ

都城中央ロータリークラブ

ロータリーデーへの取り組みと
各クラブの協力に対する感謝

グループ内の意見交換ができ
ました。

金丸 憲史 Kanemaru Norihumi

（成

果）

・宮崎北RC（菅沼会長、川崎実行委員長）ホストの
下、３月16日から26日までの間に10RC会員で取
り組んだ、コロナ禍での医療従事者等に対するロー
タリーデーとしての支援活動。
・コロナ禍でオンラインを活用し例会での休会ゼロの
運営をした宮崎アカデミーRCの取り組みなど。
（課

宮崎西部グループ

題）

・コロナの影響に伴う例会開催と職業奉仕等の奉仕活
動の今後の進め方。
・コロナの影響で地域経済活動が停滞する中での、会
員の定着と増強への取り組み及び財団寄付等の取り
組み方。
・ウィズコロナ禍での例会運営の方法（オンライン活
用による例会スタイルの体制づくり）。
・継続した地区目標、地区数値目標（５ヵ年計画）へ
の積極的な取り組み。

田村 香代子 Tamura Kayoko

成果
１．ロータリーデーについて理解が深められました。
２．Webで会長会議をしたことによって以後のIT化
が進められました。
３．各クラブの地区に対する役割分担が明確になりま
した。
４．コロナ禍の中でどうにかリアル、またはハイブリッ
ドで例会を実施する努力を各クラブはしました。
課題（来年度への引き継ぎ）
１．ウェブ導入にあたってクラブ細則の見直しをお願
いします。
２．当グループの持ち廻りで決めた地区役、特にガバ
ナー推薦は当該年度の５年前には、打診されてい
るようにしてください。
３．クラブで最低１人は何らかで地区組織にかかわ
り、情報のパイプ役となるよう努めてください。
４．クラブの情報を積極的に外部や地区に発信してく
ださい。
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ガバナー補佐 グループの成果と課題
宮崎県南部グループ

鹿児島北部グループ

日南中央ロータリークラブ

阿久根ロータリークラブ

プログラムを消化出来なかった
反省を次に活かしたい。

鹿児島県北部グループ２名の女性会長
のおかげで楽しく明るく出来ました。

坂本

哲夫 Sakamoto Tetsuo

日南RC
１．若葉奨学金12万円を５名の学生に授与。10/21
２．少年野球協賛としてボール・メダルを寄贈。
11/21
串間RC
１．職業奉仕賞としてクラブ会員の会社の従業員を表
彰した。
２．5月下旬に海亀の産卵のための海岸清掃を予定し
ている。
日南中央RC
１．改装に伴い24年前に寄贈していた水槽5・水槽台
を新しく寄贈し川魚を捕獲し吾田小学校のミニ水
族館として管理を続けている。
２．補助金を申請していた川祭り・川と友だちになろ
うの行事がコロナ感染拡大の為開催できず、次年
度開催の宣伝も兼ねて4月よりYouTubeによる
日南の生き物の紹介を開催日まで続ける。
次年度への引き継ぎ
各クラブ共にクラブのプログラムも殆ど消化できな
かった年度であり反省し次年度の活動に生かせる材料
が充分でない健全な環境の中で会員増強をはじめとす
る諸課題に取り組みたい。

中村 健二郎 Nakamura Kenjiro

①成果
コロナ禍の中、厳しい活動状況となってしまいました
が、その中でも各クラブで積極的に感染対策をされて
例会・活動をして頂き感謝しております。今年度もま
だ３ヶ月程ありますのでこれから地区数値目標を達成
出来るように各クラブにお願いして行きたいと思って
おります。
現状では、成果が出ている状況で無いと思います。
②課題
コロナ禍で会員維持・増強が大変だと思っています。
こんな時でも各クラブで色んな知恵を出して頂き積極
的に取り組まれている事に感謝しております。
今までとは全く違う状況でありますのでこんな時に、
各クラブが無理の無い様な活動が出来る様に、地区で
提案して頂き、それを参考にして例会・活動をして行
くのも良いのかと思います。基本は、各クラブがやり
易いやり方で良いのかと思います。
※今年度もまだありますので成果・課題はこれからも
出て来ると思います。

鹿児島県中部グループ
加治木ロータリークラブ

鹿児島南ロータリークラブ

コロナ禍の中での各クラブの
知恵と忍耐

コロナ禍の中での素晴らしい
クラブ運営

①成果
コロナ禍の中で３密を避ける為に、合同での活動はで
きませんでしたので、各クラブで課題に取り組んでも
らいました。
各クラブへの訪問は、ガバナー公式訪問前のクラブ協
議会と公式訪問時の２回でした。
LINEでガバナー補佐グループを作成したことで、５
クラブの会長、幹事、事務局と随時必要事項の連絡が
スムーズに取れたのは良かったと思います。
例会状況は、加治木クラブはコロナの流行に伴い、い
ち早く例会をリモート会議に移行しました。国分、国
分中央、霧島クラブは、ほぼ休会せずに例会を実行で
きたようです。姶良クラブは会長の職業上休会にせざ
るを得ませんでしたが、退会者もなく４月より再開し
ています。
②課題
コロナがどうなるか不透明なため、各クラブでもリ
モート会議ができる体制を構築する必要があると思い
ます。

「不易流行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応す

厚地
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鹿児島市内Aグループ

健二 Atsuchi Kenji

上川

咲男 Kamikawa Sakio

るクラブを」今年度地区スローガン及びクラブスロー
ガンを各クラブの会長はしっかりと考えながら、コロ
ナ禍で通常例会開催が難しい状況の中、クラブ運営が
行われました。毎回いただいた週報やクラブ訪問で感
じました。

「RI戦略計画・ビジョン声明・戦略的優先項目・クラ
ブの現状分析・ビジョン・目標・行動計画→進捗状況
の確認→元気なクラブ作り」

今後の課題はコロナの関係でしばらくは通常例会が難
しいと予想されます。対面ではないので出席をためら
う会員が多いクラブが散見され気になります。欠席会

員への例会内容報告など今まで以上に頻繁に「声掛
け」が必要と思います。クラブの活動報告、危機管
理、新型コロナ対応の行事関係の基本的な考え方につ

いてなど、野井倉ガバナー補佐とミーティングを重
ね、風呂井

敬ガバナーの考え方及び地区の方針など

わりとスムーズに伝えることができたと思っております。

ガバナー補佐 グループの成果と課題
鹿児島市内Bグループ

鹿児島県西部グループ

鹿児島東南ロータリークラブ

枕崎ロータリークラブ

各クラブの種々の情報をグルー
プごとに共有することが必要

リモート会議などの対応は、今後
の地区運営において大きな収穫

野井倉 洋豪 Noikura Yoshihide

昨年３月頃よりCOVID-19によるコロナの全国蔓延

にて私担当の鹿児島市内Ｂグループ６つのRCの活動
は通常例会の開催が十分おこなわれず、変則的例会・
休会となっている。奉仕活動も３密となるような活動
はほとんどできず、個人の活動として財団への寄付、
米山奨学生の世話等が各クラブで行われていた。今後

の課題としては、現在COVID-19ウイルスの活動を
低減させる手段がなく人類の感染予防策にたよってい
たが、最近積極的な治療の手段とコロナウイルスに対
する予防注射が開始され、コロナウイルスに対する疾
病の蔓延をおさえることが期待される。ロータリーと
しても市民に対してこの予防注射の受診を大いに啓発
してなるべく早く多く全国民の予防注射の完了がこの

松下

一郎 Matsushita Ichiro

今年度は「会員増強」がロータリークラブの永遠の
テーマである、ということを念頭に１年間活動して参
りましたが、コロナ禍の中で「何も出来なかった」と
いうのが正直な感想です。会長幹事会も１度開かれま
したが（６月中に２度目を行います）。どのクラブも
コロナ禍をいかに乗り越えるか、というテーマが最優
先となりました。その中でも地区増強委員長の工藤氏
がおられる加世田RCなどでは積極的な増強活動が実
を結び、新入会員が増える等、喜ばしいこともありま
した。
色々な事が自粛され、活動に乏しい１年でしたが、当
初不安であった「リモート会議」について、私も含め

疾病をおさえこみ、１日も早く通常の社会生活にかえ

てロータリアンが慣れていっていることは、今後の地

報をグループごとに共有することが必要と考えられ、

す。

ることが期待される。さらに今後各クラブの種々の情

区の運営にとりましても大きな収穫であったと思いま

これらを参考にして、社会生活に役立つ奉仕活動の策
定実施が可能となるものと考える。

鹿児島県東部グループ

奄美グループ

鹿屋ロータリークラブ

奄美中央ロータリークラブ

この１年間、耐え抜いたことで「よし」と
しよう。クラブを維持されて感動です。

風呂井ガバナーをはじめ、地区
役員、各クラブ会長・幹事に感謝

村上

潤 Murakami Jun

本年度に私たちが体験したことは「耐える」ことだっ
たのかもしれません。それでも、ロータリー活動は続
けていけるという力強い思いになればいいと思います。
やはり、ロータリーでも「夢」や「希望
（理想）
」は必
要なのです。クラブとしての思いをまとめ上げること
が大事だと思います。
戦略委員会の設置及びその議論を通じて、来るべき
ロータリーの姿を捜す作業は１年、２年続いても必要
なことではないでしょうか。
私たちのこの１年は、ある意味「失われた１年」かも
しれませんが、決して無駄な１年だったとは思いませ
ん。新たな扉を開くための貴重な１年だったと考えます。
ロータリー全体が変質していくなかで、私たちは風呂
井ガバナーの「不易流行」を実感し、ロータリーへの
「気持ち」を持ち続けるキッカケなのかもしれません。

中村

勝郎 Nakamura Katsuro

１年を振り返ってみますと、新型コロナウイルスが国内
外で感染が始まり、２月に次期ガバナー補佐及び部門長
会議が中止となり、その後は各研修・セミナーがDVD・

オンライン研修となりました。今年度のガバナー補佐の
多くが多年にわたり地区役員として活動された経験者で
はありましたが、さすがにこの事態には不安を感じまし
た。しかし幸いにして風呂井ガバナーからグループ内の
１年間の活動計画アンケートが実施され、コロナ禍で制

約される状況においても、計画書に基づき会長・幹事
会、クラブ訪問を進めることができました。ガバナー公

式訪問は、奄美グループにとって重要な意味を持ちま
す。離島グループである私たちには、ガバナーや地区役

員とお会いする機会が少ない中、地区の配慮により11月
10日から３日間公式訪問が行なわれました。10月24日
に開催されたポリオデーチャリティー・グランドゴルフ
大会、並びに２月23日ロータリーデーにて開催された

小・中学生を対象とした奄美大島自然の森、観察会には
多くの会員や地域の皆様のご支援とご協力を頂き、無事
に開催することができました。
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部門長

部門の成果と課題
会員増強部門

部門長

鹿児島サザンウインドロータリークラブ

川原

部門の成果と課題

篤雄 Kawahara Atsuo

拡大委員会
（鹿児島県）
委員長

兼任

増強については地区運営委員会等々に於いて
重要性を強調した。拡大は動けず進展なし。
コロナ禍の中、会員増強について工藤増強委員長と密
に連絡を取り各グループ毎ガバナー補佐を通じて各ク
ラブ会長幹事増強担当宛に、増強・会員維持について
アンケート等をやりとりし、重要性を強調してきた。
各クラブに於いて意識を喚起し成果を出したクラブに
敬意を表したいと思う。地区拡大委員会については新
クラブ結成についてはガバナーの『任務』の優先事項
であり、継続性を確保し、風呂井年度の活動計画を継
承する（２月号月信を参照）。次年度増強維持は各ク
ラブを機能させるため最優先項目ととらえクラブ会長
が先頭に立って頂きたい。（仲間を増やし共に学び元
気なクラブ造りを）
クラブ戦略の増強計画（１年、３年、５年）を数値化
して頂きたい。
※基本の目標値は過去自クラブの会員数の最大値とす
る
かのやばら園

奉仕プロジェクト部門
鹿屋ロータリークラブ

鹿児島西ロータリークラブ

各委員会はコロナ（COVID-19）を
乗り越え、努力してくれました。

苦難と活動

田中

俊實 Tanaka Toshizane

職業奉仕委員会は、3/20、Webを活用した職業奉仕
セミナー（大迫三郎PGによる基調講演）を開催しま
した。
社会奉仕委員会は、10/18、リアルで各クラブ社会
奉仕活動のアンケートに基づいてディスカッションを
行い、他クラブの活動を参考にして自クラブの奉仕活
動の参考にしていただくことにしました。青少年奉仕
部門の各委員会も事業の中止が多く、危機管理セミ
ナーとRA年次大会はWebで開催されました。特に
RA年次大会はハイブリッド方式で、たいへんすばら
しい大会となりました。若い皆様のご努力に心より感
謝致します。
次年度への引継ぎとして、献血運動への更なる協力を
お願いします。私がガバナーエレクトの時に、故 山
田忠茂氏（鹿児島東南RC）が社会奉仕委員長をされ
ており、熱心に取り組まれていたことを思い出すから
です。
若い皆様と友人、IAや青少年交換学生、保護者へも
ご協力を宜しくお願いします。
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クラブ管理運営部門

古木

圭介 Kogi Keisuke

予想を遥かに超える困難な年度になりました。
しかしながらクラブによっては会員増強の成果もみら
れ会長、会員の努力と力を感じています。
クラブ管理運営部門の最大の困難はリアルによるセミ
ナーの開催ができなかったことです。
それでも中熊クラブ管理運営委員長によるアンケート
調査の実施でクラブの実績や課題がみえた事は成果で
した。このアンケートを参考にしていただき、次年度
の戦略計画に役立ててもらえれば幸いです。
コロナ禍で直面した経済的、社会的課題は、ロータ
リーが目指すべき課題を炙り出していると言えます。
国内でも貧富の格差、企業の崩壊、人間関係の難し
さ、医療現場の厳しさなど多くの課題が見えてきまし
た。第二の国連と呼ばれるロータリーの出番だと思い
ます。

部門長
ロータリー財団部門

米山記念奨学委員会部門
宮崎北ロータリークラブ

宮崎北ロータリークラブ

押川

部門の成果と課題

長嶺

弘巳 Oshikawa Hiromi

貴臣 Nagamine Takaomi

米山奨学生選考委員会委員長

コロナ禍の中での財団活動の
更なる飛躍を目指して!!

兼任

コロナウイルスによりオリエン
テーション・セミナー中止

①グローバル補助金は手続きが難しいとの声がよく聞

今年度は昨年２月のコロナウイルス感染が日本で確認

かれます。これは私どもが皆様に懇切丁寧に説明が

され、いろいろと行事を中止することになりました。

今までなされていなかったゆえんではないでしょう

昨年６名の新しい米山奨学生が採用されましたが、オ

か？今年度からは各クラブが何時でも取り組める体
制の準備としてセミナー等も回数も増加して開催し
たいと考えています。

米山記念奨学会のパワーポイントを全員に配布させて
いただき、アンケート回収によりオリエンテーション
を受けたものとしてスタートしましたが、やはりリア

②恒久基金を利用した「冠名基金」の創設

ルでオリエンテーションは開催しないといけないなぁと

③財団奨学生の創設
④ロータリー平和フェローシップ委員会の大幅なバッ
クアップに取り掛かり、日本人初の国際ロータリー
初代会長東ヶ崎

リエンテーションを開催できずDVDにて私の説明で

潔氏が初代理事長として土台作り

に専念したICUのキャンパス内にある東ヶ崎会館
（ロータリーの歴史が温存されている）の見学を慣
行し知識を深め、世界平和に寄与できる若者を我が
地区から初の留学生として世界に送り出したい考え
です。

思いました。
本年は13名（海外応募１名を含む）採用されました
ので、ソーシャルディスタンスを考え４月11日鹿児
島県、18日宮崎県に分け奨学生並びにカウンセラー
を対象に開催させていただきました。
今年度はカウンセラーセミナーも開催したいと思って
おります。その時にはいろいろなご苦労・提案を皆様
でお話し戴きカウンセラーの良さ・楽しさを勉強して戴
きたいと思っております。よろしくお願い致します。

広報・公共イメージ部門
延岡ロータリークラブ

尾形

栄 Ogata Sakae

公共イメージ委員会委員長

兼任

オンライン会議の運営について、多く
の経験が得られました。

▲ 華やぐ夜
雨に歌えば

▲

今年度のロータリーの活動はコロナ禍の中で始まり、
リアルな
活動もままならなく、多大な影響を受け続けています。その中
で、以前からWeb会議の実施を提案してまいりました私たちの
広報・公共イメージ部門では、ほとんどの会議をWebで開催す
ることになりました。また、地区内で初めてのZoomに依る70
人規模のクラブ委員長会議の開催や、
クラブや他部門委員会
活動への協力も積極的に行うことが出来、非常に多くの経験を
得る事が出来ました。
私たちの部門は、ただ闇雲に成果だけを求めるだけではなく、
次年度に対してスムースに移行できるようなシステムの構築、
オン、
オフラインのどちらでも開催可能なイベントである
『第１
回RID2730フォトコンテスト』の開催に向けて邁進してきたと
いう思いです。
ポストコロナでのロータリー活動に於いても、一つの手段・ツー
ルとしてのZoomやMessenger使用のWeb会議、
ハイブリッ
ド型会議、
またYouTube同時配信の会議参加方式を取り入れ
ながらオフラインの会議と合わせて、無理のないロータリー活
動を続けていけたらと願っています。
ロータリーの公共イメージ向上を活発に進めていくには、
ロー
タリーを囲む人々はもちろんですが、地区内の各部門、各委員
会、各クラブとのコミュニケーションの充実を図り、
より具体的
なネットワークの構築と共有を継続して活動することが重要だ
と考えます。今年度は特にそのことを実感する年度でした。

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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井福ガバナー年度へ 準備は万端
2022年度までいよいよあと１ヶ月。井福博文ガバナー年度への準備は着々と進ん
でおります。ここでは今年春から相次いで開催された次年度に向けての３つの研修
について、次年度地区幹事の吉原 信幸氏（都城西RC）からご報告を頂き、かつ
それらの研修の意義や目的を添えて記事に致しました。これら３つの研修は、それ
ぞれの役目を担うロータリアンが正しくリーダーシップを学び、価値あるクラブ運
営をおこなううえで大変重要な機会となります。

2021-22年度 シェカール・メータRI会長テーマ

2021-22年度 井福博文ガバナー 地区スローガン

1

2021年3月６日

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

次期地区チーム研修セミナー
吉原幹事のご報告

三大研修の最初の地区チーム研修となりまし
た。昨年の風呂井年度の研修を参考にさせて
戴きましたが不幸にもコロナの影響で１日の
開催を余儀なくされました。
人数も制限で約80名程の、縮小での開催で
した。今年度井福ガバナーエレクトの国際協
議会もリモートで行われ、開催が、通常より
２週間程遅れての開催でしたので地区チーム
研修までの時間がかなり追われ、準備もギリ
ギリでした。
井福ガバナーは国際協議会について、RI会長
シェカール・メーター氏は会員増強１人が１
人そしてロータリー奉仕デーの開催を通して
女性のエンパワメントに優先的に取り組む事
を重点的に行われますと、述べられました。
この目標に向かって行動しましょう！

激励のことば

ロータリーの原点に立ち
誇りと自信を持って行動しよう
都城市メインホテルにて

研修の意義
地区チーム研修セミナーは、地区指導者の各々がガバ
ナーエレクトの考えや方針、人柄などを十分に理解す
るとともに、地区研修リーダーの指導のもと、自分自
身の役割を正しく学び、かつ認識したうえで、ガバ
ナーエレクトを中心としたチームとしての一体感を共
有し、皆で奮起する場にすることが大切です。
研修の目的
①次期ガバナー補佐および次期地区委員会、委員が就
任に備える。②地区ガバナーエレクトが、地区リー
ダーシップを築いてクラブを支援するよう、チームの
意識を高める機会とする。
研修の内容
■RIテーマ ■地区の運営管理 ■地区チームの役割
と責務
■年次計画と長期計画 ■ロータリークラブ・セントラ
ルの理解 ■CLP、DLPとの協力支援 ■支援源 等

ガバナー

風呂井

敬

本年度のRI会長テーマは、ロータリーは「変化をもたらす」
、「インスピレー
ションになろう」
、「世界をつなぐ」
、「機会の扉を開く」
に続く素晴らしいテーマ
であり、まさに井福ガバナー年度は誇りと自信を持って行動する時でもあります。
私がコロナに打ちのめされている時、元気を頂いた言葉を贈りたいと思いま
す。それは「悲観主義者はあらゆる機会の中に困難を見出す。楽観主義者はあ
らゆる困難の中に機会を見出す。」 ピンチの時に暗い顔をせず未来を語るこ
との重要性を言っております。ロータリーのリーダーに限らず全てのリーダー
に求められる資質ではないかと思います。
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井福ガバナー年度へ

2

会長エレクト研修セミナー
（PETS）
吉原幹事のご報告

今回のPETSもリアル開催を予定しており
ましたが、またまた、コロナが開催直前で
都城市内で出てしまい急遽Zoom研修会
に余儀なく変更となりました。
２日間にての研修会が、またしても１日開
催となりました。
リアル開催しか考えていない状態からの
Zoom研修！皆様への伝達に時間がか
かってしまい、前日の部門長、研修リーダ
との打ち合わせも無い状態での本番でした
が、殆どの会長エレクトの皆さんは経験少
ない環境の中で３名のみの欠席で、少々の
トラブルがありましたが、無事終わること
が出来ました。
参加人数を制限して、ガバナー補佐の方々
は欠席していただく形になり、総勢86名
の研修会となりました。
我がスタッフの連携で初の試みのZoom
会議でしたが、殆どの方々からお褒めの言
葉を頂いた時にはホット胸をなでおろした
のを覚えています。

3

地区研修・協議会

またかー！まさか！でした。会場を南九州大学にて
800名に絞って行う予定でしたが学校側から
300名以内での開催を通達され、会場変更を余
儀なくされ、都城最大の会場MJホールの空き状
況を確認したところ25日の前日24日は全館空い
ていると言う事で、日程変更して開催が出来ると
喜んでおりましたが、開催日時が近づくと共に鹿児
島、宮崎地区がコロナ拡大の情報が入って来る。
どうしよう！と役員会で検討会議。リアルで皆やり
たい気持ちはあるが、
ロータリー開催でコロナが
出たらどうする？やはりリアルは無理！では開催は？
Zoom経由YouTube配信が一番良い方法で
は？今回は早めの決断で開催に決定！
１週間前に
は役員内で配信テスト、良し、大丈夫！
部門長、研修リーダー地区委員長前日の打ち合
わせ完了！
本番も早めの参加で無事時間通りスタートそし
て、各部門長の時間配分で定刻通りの閉会。
こんなに上手く行くなんてまたまた皆様に感謝！
感謝！

Zoom会議

研修の意義
PETSは、「ロータリーの目的」をクラブとして推進す
る次期クラブ会長に対して、適切な指導・研修を行うこ
とを通じて、クラブ活性化のために必要な「ロータリー
情報」を提供することで、役割と責務を周知し、期待を
伝える機会とします。
研修の目的
①次期クラブ会長が、次年度の会長となるための準備を
整える
②次期クラブ会長が意欲を高め、地区ガバナーエレクト
及び次期ガバナー補佐との協力関係を築く。
研修の内容
■RIテーマ ■クラブ会長の役割と責務 ■クラブ指導
者の選任と準備 ■年次計画と長期計画 ■クラブの管
理運営 ■会員増強 ■奉仕プロジェクト ■ロータ
リー財団 ■公共イメージ ■支援源 等

2021年４月24日

吉原幹事のご報告

2021年４月４日

準備は万端

Zoom会議

研修の意義
地区研修・協議会は、「ロータリーの目的」をクラ
ブとして推進する次期クラブ指導者に対して、適切
な指導・研修を通じて、クラブ活性化の為に大切な
「ロータリー情報」を提供しながら、役割と責務を
周知し、期待を伝える機会とします。
研修の目的
①次期クラブ指導者が、クラブでリーダーシップ
チームを築けるようにする。②クラブのリーダー
シップチームが意欲を高め、地区ガバナーエレク
ト、次期ガバナー補佐、及び次期地区委員会との協
力関係を築く機会とする。
研修の内容
■RIテーマ ■クラブ指導者の役割と責務 ■方針
と手続き ■年次計画と長期計画 ■支援源 ■ク
ラブ指導者の研修 等

次年度のご活躍と成功を祈念いたします。
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クラブ活動報告
❖クラブ活動報告

鹿児島西RC

「テニスネットかごしま」
に
ロータリー賞を授与しました。

令和3年3月24日
鹿児島西RC例会場（山形屋）

この賞は社会の目立たないところで誠実に、継続的に意義ある奉仕活動を続けている個人または団体を顕彰
するもので、表彰式は当クラブの創立記念日を期して毎年実施しています。
昭和40年（1965年）第１回目は、「重症心身障碍児への救いの手」として、健康な赤ちゃんを生んだお母
さま方と、その出産に立ち合った医師・看護師達の間で発足した「おぎゃー献金」の仕組みを提唱された伊
佐市（旧大口市）の開業医である遠矢医師を表彰しました。
55回目となる今年は地元の南日本新聞社、鹿児島放送が取材に訪れる中、「NPO法人テニスネットかごし
ま」馬渡雅之理事長を表彰いたしました。テニスを通して、地
域の子供たちに①身体能力向上、②社会性・協調性の習得、大
人には①体力増進、②地域コミュニティーへの参加などを目標
に活動している団体です。また経済的に困難な児童には奨学生
制度や補助金・特待生制度を設けるなどの支援も行っていま
す。馬渡理事長は「NPO法人として地域に根ざし継続するこ
とによって、子供たちの健全な成長の手助けと、地域の方々の
健康増進を促し、コロナ禍でスポーツの大切さが見直されてい
る今、活動を県内全域に広げるべく力を入れていきたい」と述
べておられました。

宮崎県中部G

出所「南日本新聞令和３年３月27日」
右：馬渡理事長、左：川畑会長

ロータリーデー 医療従事者のみなさまへ
届け！千羽鶴 ＆ スウィーツプロジェクト

令和3年3月
宮崎市内13の医療機関等

宮崎県内において新型コロナウイルス対策の最前線で奮闘されている医療従事者、関係者の皆様にロータリ
アンの感謝の気持ちを届けられ、かつ、事業として「三密」を避けられるものとして、千羽鶴の企画を思い
至った。
宮崎県中部グループの会員やその家族・従業員らで約9000羽の千羽鶴を作成し、千羽鶴作成過程の写真を
掲載したパネルやロータリーのマークが入ったスイーツ
（クッキーとゼリーを合計1900個）と共に、病院・保
健所等をはじめとする13の機関の医療従事者等に贈呈した。
各事業所においては贈呈式をさせてもらい、複数の事業所から感謝状等を頂いた。なお、宮崎市郡医師会病
院での贈呈式の模様は、２つのテレビ局から取材を受け、ニュースとして取り上げられた。
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クラブ活動報告 / 入退会報告

ロータリー公園内に改たに
大型時計を設置

奄美RC

令和3年4月5日
小浜町ロータリー公園

４月６日の新学期に合わせ、小浜−佐大熊間の県道沿いのロー
タリー公園内に改たに両面大型時計を設置いたしました。
以前、奄美ロータリークラブの25周年時に設置していたもの
が老朽化し撤去しておりました。
そこにこの程、地域住民からも通学路であり、時計が欲しいと
の要望もあり、奄美中央ロータリークラブ（才原勇会長）
からの提案で、奄美ロータリークラブ（萩原正文会長）の60
周年に合わせ二つのクラブで設置をいたしました。

左から：奄美中央RC 才原勇会長
奄美RC：創立60周年記念事業実行委員会 名島一義委員長
奄美RC：萩原正文会長

障がい者福祉施設
「なごみ園」
にAEDを
寄贈しました。
（地区補助金事業）

鹿児島東RC

令和3年4月22日

当クラブの例年の社会奉仕活動は、主に１．
鹿児島養
護学校への節分の鬼派遣 ２．
鹿児島東高校への就職
試験模擬面接係の派遣 ３．
平田公園での清掃作業
をおこないますが、コロナ禍の今年度はアプローチを
変えて物品提供による奉仕を行いました。かねてから
交流のある正和会『なごみ園』さんへ、尊い命を病か
ら救う一助にしてほしいという想いからAEDを寄贈
しました。贈呈式は正和会の有村副理事長を例会場にお招きしての式典となり、有村氏は「大変有難い。使
う機会がないことを願うが、万が一に備えてスタッフ間で使用方法の確認を徹底したい。」とお話されまし
た。（南日本新聞に掲載されました。）

4月 入会報告

ご入会おめでとうございます。

井上

康（ 宮 崎 R C ）

弓削

年輝（ 宮 崎 東 R C ）

山口

西谷

昌明（ 都 城 R C ）

關

古嶋

意範（ 都 城 R C ）

竹内

秀夫（ 鹿 児 島 R C ）

栁田

義史（ 都 城 R C ）

徳永

昭一（ 鹿 児 島 R C ）

内倉

裕之（ 小 林 R C ）

宇井

英信（ 鹿児島中央RC ）

上原

修（ 日 南 R C ）
良一（ 川 内 R C ）

濵﨑

研悟（ 鹿児島北RC ）

木場

西迫

徹彦（ 南九州大崎RC ）

高嶺

千史（ 川 内 R C ）

加治木吉勇樹（ 志布志みなとRC ）

迫田

正明（ 川 内 R C ）

是枝

山中

浩二（ 川 内 R C ）

辻川祐起央（ 志布志みなとRC ）

山田

大介（ 加 治 木 R C ）

田中

和久（ 奄 美 R C ）

貝谷

隆之（ 加 治 木 R C ）

川崎

景子（ 奄美中央RC ）

鈴木

広和（ 国 分 R C ）

濵田

玄龍（ 奄美中央RC ）

4月 退会報告

佐藤

宮久地

潤（ 国分中央RC ）
佳史（ 指 宿 R C ）

紀美代（ 鹿児島サザンウインドRC ）

聡（ 志布志みなとRC ）

おつかれさまでした。

信一（ 宮 崎 R C ）

田平

▲ 涼しいネ

和則（ 鹿 屋 R C ）

東別府錠二（ 川 内 R C ）

野添政一郎（ 南九州大崎RC ）

緒方

恵子（ 加 治 木 R C ）

川崎

洋三（ 奄美中央RC ）

山木

宏明（ 鹿児島大学アカデミーRC ）

森永

洋仁（ 奄美瀬戸内RC ）

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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第１回

RID2730 フォトコンテスト 受賞作品

受賞者の作品は、ガバナー月信最終号の表紙と裏表紙にも掲載いたします。

ガバナー賞

『冬の渚』

海江田 嗣人（鹿児島西）

『彩
（あや）
』

王谷 安見（鹿屋西会員のご家族）

銅賞

『厳冬の山』古木 圭介（鹿児島西）

『枯葉と新緑』森代 菜々（出水会員のご家族）

『活発な世界』頴川 正伸（川内）

『苔の中からこんにちは』山村 健司（日向東）

『眼光』恵原 龍三郎（奄美中央）

『兄弟』久木田 正輝（鹿屋西会員のご家族）

『青空に登る』竹山 真之介（奄美中央）

