クラブテーマ
『ロータリーを語ろう！』
国際ロータリー
第2730地区

鹿児島城西ロータリークラブ
ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＪＯHＳＥＩ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ

■ 例会場： 〒892-0844 鹿 児 島 市 山 之 口 町4-20

毎 月 第 1・3 火 曜 日 12:30～13:30

第4火曜日

vol.37－2
1986.9.16創立
18:30～19:30

■ 事務所： 〒892-0848 鹿 児 島 市 平 之 町 4-11 リ ン ダ ビ ス タ パ－トⅠ 205号
TEL 080-8399-1609 FAX 251-5290
URL http://www5.synapse.ne.jp/johsei/

■ 会 長：時村佳尚 幹 事：内野勉
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■ 国際ロータリー2022-2023年度RI会長 ジェニファー E. ジョーンズ ■ 第2730地区ガバナー 山ノ内文治（鹿児島RC)
■ 鹿児島市内Aグループ ガバナー補佐 上野欣一(鹿児島東RC) / Bグループガバナー補佐 宮内秀人(鹿児島北RC)

【第1601回例会】 本日のプログラム

上野ガバナー補佐訪問・クラブ協議会（予算説明・決算報告）

令和4年8月16日(火) ホテル・レクストン鹿児島12：30
～ 会長挨拶 時村佳尚

2019-20年に続き会長をさせて頂く事になり
ました。思えば前会長年度の2019年12月に
中国で新型コロナが発生してからのこの3年
間は全世界が新型コロナにおびえ多くの方
が亡くなりました。また、コロナ収束の見
えない中4月にはソ連のウクライナへの侵攻
が始まり世界の分断も広がっています。現
在ではワクチン接種も進み新型コロナでの
重症化も少なくなりコロナ前に近い新しい
生活様式も始まりつつあるようですが、今
はウクライナ戦争の影響で大幅な物価の上昇に伴い経済活動も
停 滞 気 味 に な っ て お り ま す 。
これまでのコロナの影響もあり私たちのクラブも多くの人が
去っていきました。会員数も30名を割り現在25名になってしま
いクラブの活気も失いつつあります。2回目の会長を行うにあた
り今思えば初めての会長職は毎週の例会と行事と会長挨拶をこ
なすだけで精一杯だったような気がします。今回は少しは余裕
持って活動ができるんではないかと考えています。まずはクラ
ブを活気のある楽しく活動できるようにしていきたいと考えて
います。月2回の例会の他月1回の小規模な勉強会と懇親会を企
画していきたいと考えています。まずは私たちが楽しく学ばな
ければ今後いくら城西ロータリークラブに期待して入会した新
入会員の人たちも続かないような気がします。また、今回の内
野会員や前々回の野田会員の様に新会長をベテラン会員がサ
ポートする様な体制や現状の会員数を考えると皆さんにも2回目
の会長•幹事職をも考えて頂きたいと思っています。 まずは会
員を増やすために声掛けをお願い致します。
ところで、今年度のRI会長は国際ロータリー初の女性会長でカ
ナダ•オンタリオ州のジェニファー•ジョーズさんです。テーマは
「イマジンロータリー」テーマのイマジンと聞いてビートルズの
メンバージョン•レノンのヒット曲イマジンの歌を思い浮かべられ
る方が多いと思います。RI会長は言っています。「想像して下さ
い。私たちがベストを尽くせる世界を！それは未来を描くことで
す。」と、またイマジンは反戦の歌でもありますイマジンの歌詞
を思い浮かべ私たちができるベストの支援を考えていかなくては
なりません。また、2730地区山ノ内ガバナーの地区スローガンは
「知力を高め 未来に繋げ 多様性のあるロータリークラブの実現に」とあります。

地区スローガン

『 知力を高め

未来に繋げ

多様性とは年齢、民族、能力、宗教、
性別志向、性同一性などに捉われずさま
ざまな人々への貢献を称えるとしていま
す。また、10月には姉妹クラブである山
形中央RCを迎え,来年5月には30周年の招
待も受けています。さらに地区創立70周
年記念大会も5月に行われる予定もありま
す。その他、10月には花セラピーをセン
テラス天文館で予定してます。武道大会•
なぎなた大会•歴史の旅など恒例の行事も
予定していますので多くの方に参加及び
ご協力をお願いいたします。コロナの収
束が見えない状況ではありますが準備だ
けは整えていきたいと考えています。最
後に 、 城 西 ロー タ リー ク ラ ブの 今 季 の
テーマは「ロータリーを語ろう！」にし
ました。これまで例会も少なくお互い話
す機会も少なくなっています。これから
は月1回は夜間例会などでロータリーに関
しての勉強会を開いたり、誕生日月卓話
などで互いのロータリー感を議論できれ
ばと思います。それでは皆さん、想像し
て下さい。来年の今頃は会員数も増えて
笑顔の絶えないクラブになっていること
を、それでは、イマジンロータリー。
山形中央RCよりさくらんぼをお贈りい
ただきました。（2022.7.5）
城西RCからは軽羹のお返しをお送りし
ております。

多様性あるロータリークラブの実現に 』

☰☰ 出 席 委 員 会 報 告 ☰☰
7月5日

第1600回

会員数

25（24）

出席数

15

出席率

62.5％

例会報告

Ｚｏｏｍ出席
三木名誉会員

第1600回
≪プログラム≫

会長・幹事就任挨拶/ クラブ協議会（基
本方針と計画）
≪ゲスト≫
なし

7月の結婚記念日
上之園誠君（7/5）
7月の誕生日
村田恵美子君（1日）
畠田実君（25日）樋口雅也君（27日）

幹事挨拶 内野勉

この度、2022-2023年度鹿児島城西ロータ
リークラブの幹事を務めることになりまし
た。2回目ですが、前回は11年前ですので新
人の気持ちで精一杯役目を果たしていきた
いと思います。皆さまご協力よろしくお願
いいたします。
今年度も、まだまだコロナ感染が衰えを
みせていませんが、当クラブの出直しの
年度ととらえて、研修会・勉強会及び親睦
会を通して「ロータリーを語ろう！」として毎月の計画に入
れてあります。各会員が一から勉強をし、活気あふれる新し
い城西ロータリークラブにしていきたいと思います。本年度は
三木先生の「歴史の旅」と本田会員にお願いして花セラピー
の講座を行う予定です。また、山形中央ロータリークラブの
創立30周年記念事業もあり、皆さんで参加していきたいと思
います。
勉強会・親睦会を通して絆を強くし、クラブの力を十分発揮
できるよう、クラブの運営に努めていく所存です。
この一年、ご迷惑をお掛けすることが多々あると思います
が、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

おめでとう
ございます！

時村会長
1年間よろしくお願いいたします。がんばります。

本日は上野欣一ガバナー補佐を迎えての山
ノ内文治ガバナー公式訪問前のクラブ協議会
です。 山ノ内ガバナーの基本方針や活動計画
など色々とご指導いただければと思っており
ます。
本日は宜しくお願いします。

会

務

報

BOX 内野幹事
久しぶりの幹事です。1年間よろしくお願いします。
三木靖名誉会員
肥後前会長、上之園前幹事 御苦労様
時村会長、内野幹事 ご健闘を祈念致します。
赤崎安隆君
時村会長、内野幹事 1年間よろしくお願い致します。
畠田実君
時村会長さん、内野幹事さん 宜しくお願い致します。
肥後勝彦君
時村会長・内野幹事、ご就任おめでとうございます。
1年間宜しくお願いします。（いきなり欠席で本当に申し訳ございませ
ん。）
本田まゆみ君
前期はSAAで皆さまの御協力にとても感謝しております。今期は出席と
親睦にて頑張りたいと思います。
先日、中央RCより卓話の依頼があり、9月26日にさせて頂く事になりま
した。10月16日の告知も頑張ってきます。皆さま今期もよろしくお願い
します。
川井田哲君
時村さん内野さんの新年度を祝ってニコニコします。
小園弘巳君
時村会長内野幹事 よろしくお願いします。
永田眞一君
時村会長・内野幹事 今年度も多難ですがよろしくお願いします。
野田健太郎君
新執行部、若くはないけど頑張って下さい。
納利一君
国際ロータリークラブへの期待。
ロータリークラブの精神を地域社会へ、地域社会の知恵をロータリーク
ラブを通して世界へ未来へ。みんなの地球を、未来のために、よりよい
星にしていくために。世界平和。地球調和。宇宙令和。
「世界平和。甲突川」で検索すると、「鹿児島市医報：みんなの地球
を、みんなのために、よりよい星に。」などがヒットする。
「地球調和。」で、「地球的調和時代は世界的江戸時代から。」などが
ヒットした。
「宇宙令和。甲突川」で、「koutukigawa,jp:地球的調和時代を不戦の
星の上に。」などがヒットする。
瀬川英憲君
時村会長・内野幹事 1年間がんばって下さい。
応援しています。
上之園誠君
新しい年度になりました。時村会長・内野幹事 コロナを乗り越える一
年間、宜しくお願い致します。

告

☆お知らせ☆
＊6月26日（日）に開催されました、RID2730ク
ラブ活性化セミナーの動画が下記よりアクセス可
能です。https://www.dropbox.com/sh/

rfxooin512zoq87/
AABzC3elXHLZbgzi2VP3D9sQa?dl=0
パスワード：q8D2cUwb

保存場所は、Dropbox ⇒ RID2730 ⇒ 21-22
井福博文DG事務所 ⇒ 2022-06-26 10.27.59 ク
ラブ活性化セミナー
に動画を保存してあります。
＊広報・公共イメージ部門 クラブ委員長会議が
7/24（日）行われ、桑鶴委員長・時村会長が
Zoom参加されました。
＊8/20（土）開催予定の会員増強セミナーは中止
となりました。
＊次回例会は8/23（火）場所はホテルレクストン
鹿児島1階のひめらぎです。
時間は二転三転して申し訳ございませんが
19：00～の夜間例会となっております。

本日合計19,000

ご出欠を本日中に事務局へお知らせください。

BOX 合計

市内クラブのプログラム
クラブ名

月日

22-23年度合計

★例会変更

プログラム

例会場

鹿児島南

8月17日（水）

会員卓話

鹿児島西

8月17日（水）

☆休会

山形屋

鹿児島西南

8月17日（水）

感染症流行のため定款に基づき休会

ビエント

鹿児島東

8月18日（木）

クラブフォーラム

サンデイズイン

鹿児島北

8月18日（木）

クラブ協議会②（年間活動計画②）

アートホテル

鹿児島サザンウインド

8月18日（木）

会員卓話①

ホテルレクストン鹿児島

鹿児島

8月19日（金）

会員卓話 徳永昭一会員

山形屋

鹿児島大学アカデミー

8月19日（金）

クラブ協議会（委員会活動計画）

鹿児島大学稲森記念館

鹿児島中央

8月22日（月）

ゲスト卓話
藤浦清香様

山形屋

鹿児島令和

8月22（月）

★19:00～夜間例会＠城山ホテル

ホテルレクストン鹿児島

鹿児島東南

8月16日（火）

感染症流行のため定款に基づき休会

サンロイヤルホテル

杉原浩会員

森の学校楠学園代表

サンロイヤルホテル

円

19,000円

次回例会
※令和4年8月23日(火)
19:00
ホテルレクストン鹿児
島１F 皇’
研修会
次々回例会
※令和4年9月6日（火）
ホテルレクストン鹿児島
会員卓話
（肥後会員、和田会員
お願いいたします！）

メークアップ時間
☆11：30～12：30
★17：30～18：30

