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■ 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

1986.9.16創立
19:00～19:30

■ 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
公共イメージ委員長：桑鶴浩二
■ 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1610回例会】 本日のプログラム

クラブ協議会（地区大会報告）

令和4年11月15日(火) ホテルレクストン鹿児島

12:30～

会長挨拶 時村佳尚

イマジンロータリー
11月に入り朝晩は寒く感じるようになってきました。10
月末の例会の挨拶ではやっと涼しくなってきました。との
挨拶でしたがこの1週間で急に寒くなってきたようです。
ご存じの方もいると思いますが今夜は皆既月食が見られ
るとの事です。皆さんご存知とおもいますが皆既月食は月
全体が地球の影に入り影のように見える天体現象です。本
日の6時ごろから欠け初め食の最大は8時過ぎ頃になるよう
です。また今回の月食はさらに月に天王星が隠れる「天王
星食」との事です。最近余り夜空を見上げる機会もなかっ
たので今夜は眺めて見たいと思います。
昨日も串木野方面からの帰りに夕焼けを見ようと思い江
口浜沿いのルートから高速に乗りましたが、夕陽がとても
綺麗でした。いつも西の空が紅く染まるのを見ていて行っ
てみたいと思っていましたので久しぶりでした。日が沈ん
だ後もだんだんと西の空が青く明るくなってきていて青と
赤とのコントラストがいい感じに写っていました。その
後、正面に月が登っており運転しながら眺めていました。
皆さんも機会があれば是非とも見に行って下さい。
季節も良くなり霧島方面では紅葉も始まったようです。
新聞でもえびの高原の観音池の紅葉の写真が出ていまし
た。なかなか鹿児島では綺麗な紅葉は見れませんがここだ
けは大人気の紅葉スポットになります。片道歩いて40分程
度のハイキングにはなりますが湖面に移る紅葉は綺麗だと
思います。行きたい方は小池巡りも含めていつでも案内い
たします。
また、今週は久しぶりの鹿児島市内での地区大会です。
コロナ感染拡大で、なかなか集まる機会も少なくなってい
ましたが、久しぶりの規制緩和で多くの皆さんに参加して
頂き盛り上げていきたいと思っています。
地区スローガン

『 知力を高め

未来に繋げ

☰☰ 出 席 委 員 会 報 告

☰☰

11月8日

第1609回

会員数

24（23）

Zoom
出席

出席数

13

三木名誉会員

出席率

56.52％

例会報告
第1609回
≪プログラム≫
会員卓話
納会員
「地球人の責
任～戦時中の
記憶から。世
界へ、未来へ
～」

川窪

ゲスト・イベント告知
宏一様（鹿児島南RC)

多様性あるロータリークラブの実現に 』

＊12/6に予定しておりました年次総
会は12/13となりますので、プログ
ラムを入れ替えて、12/6は会員卓話
（永田会員）を行います

会務
報告

＊来る2022年12月20日のクリスマス家族
会、また2023年1月16日（月）の新春合同
例会の出欠を本日お伺いします。最終的な
出欠は【11月22日（火）まで】に確定をお
願いします。
1. 12月のゲスト卓話につい
定例理事会
て；該当者がいない為、会員
報告
卓話へ変更→永田会員
2.クリスマス家族会について；
会員自己負担¥6,000/その他家族等¥4,000
不足金は予備費から捻出。金額が大きい場
合はニコニコ（特別会計分）から捻出。余
興は永田会員のご紹介で依頼。
3. 次年度会長幹事について；
和田拓郎会長・本田まゆみ幹事
4．地区補助金申請に
ついて；
※11/22(火)は 花セラピーで申請す
休会です！
る。奉仕プロジェクト
委員を中心に計画。

次々回例会
令和4年
11月29日（火）
19：00～
ベローゾ
夜間例会・研修会

川窪宏一様
今日は11月26日（土）かごしま県民交流センターで開催する児童虐
待防止イベントのご案内でまいりました。ご参加よろしくお願いし
BOX ます。
上野欣一様・長元美智様
ガバナー訪問にくっついていたらホーム出席が滞りメイクに参りました。当
クラブの不良会員をメイクに連れて参りました。
納利一君
星の時間。
星の時間に生かされている私たち地球人は何を目標にして生きるとよいであ
ろうか。地球の未来は地球人の責任である。地球人が何を考え何をするかで
未来が変わる。戦争を繰り返せば、すべての動物や植物を道連れにして地球
を市の星にしてしまうであろう。
西郷隆盛や稲盛和夫を育てた薩摩の利他教育を鹿児島の今に活かして、世界
へ未来へと普及させると、よいのではなかろうか。地球調和実現永続のため
に。
参考文献：百朝集 著者；保岡正篤 発行者；藤尾秀昭 発行初致知出版社
令和4年7月25日 第1刷発行。「星の時間」で検索すると、「人類の星の
時間。」などがヒットする。「利他教育。薩摩」で、「稲盛和夫著：無私、
利他 西郷隆盛の教え。」などがヒットした。「地球調和実現永続。」で、
「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。
時村佳尚会長・内野勉幹事
本日は3名のゲストに来ていただきました。ありがとうございます。

本日合計 8,000

円

22-23年度合計 58,000円
≪R財団・米山寄付委員会≫
米山奨学会寄付
小園弘巳君
≪11月の誕生日祝い≫
納利一君（14日）
小園弘巳君（24日）
≪11月の結婚祝い≫
内倉厚弘君（3日）
桑鶴浩二君（3日）
野田健太郎君（4日）
肥後勝彦君（7日）

おめでとうございます！

次々回例会
令和4年12月6日
（火）
12:30～
レクストン鹿児島
年次総会
市内クラブのプログラム
クラブ名

月日

プログラム

例会場

鹿児島南

11月16日（水）

第5回クラブ協議会（地区大会報告）

サンロイヤルホテル

鹿児島西

11月16日（水）

クラブ協議会（地区大会報告）

山形屋

鹿児島西南

11月16日（水）

地区大会報告

ビエント

鹿児島東

11月17日（木）

☆夜例会に変更；18:30～＠OPUS
チャーターメンバー卓話 吉元 睦男君

サンデイズイン

鹿児島北

11月17日（木）

夜例会；県民表彰を祝う会

アートホテル

鹿児島サザンウインド

11月17日（木）

クラブ協議会（地区大会報告）

ホテルレクストン鹿児島

鹿児島

11月18日（金）

山ノ内文治ガバナー公式訪問

山形屋

鹿児島大学アカデミー

11月18日（金）

クラブ協議会（地区大会報告）

鹿児島大学稲森記念館

鹿児島中央

11月21日（月）

ロータリー財団フォーラム

山形屋

鹿児島令和

11月28日（月）

クラブ協議会（地区大会報告）

ホテルレクストン鹿児島

鹿児島東南

11月15日（火）

地区年次大会報告

サンロイヤルホテル

（例会変更…☆記帳メーキャップ11:30～（東RCは12:30～）

★17:30～（令和RCは18:00～））

