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【第1616回例会】 本日のプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　会員卓話

令和5年1月24日(火)　ホテルレクストン鹿児島　12：30～

地区スローガン　『 知力を高め　未来に繋げ　多様性あるロータリークラブの実現に 』

クラブテーマ
『ロータリーを語ろう！』

会長挨拶　時村佳尚

☰☰　出 席 委 員 会 報 告　☰☰

1月16日 第1615回
会 員 数  25（24）

出 席 数 13

出 席 率 54.16　％

Zoom
出席

なし

イマジンロータリー

　新春合同例会が終わり本格的に2023年がスタートしました。城西ロータリーとしては初めての例会と
なります。改めて
「今年もよろしくお願いいたします。」
　実は先週から個人的なロータリーウイークになっており非常に忙しくて過ごしてきました。15日(日曜
日)にはRLI -DL研修会があり先日21日(土曜日)にはRLIの研修会本番にDL(デイスカッションリーダー)と
して参加•翌日22日(日曜日)にはなぎなた大会と24日本日例会の会長挨拶及び卓話と続いており、仕事は
そっちのけで準備•参加をしてきました。本日の例会が終わったら近くの温泉にでも行きたい気分です。
　本日はRLI -DL研修会の研修内容に触れてみたいと思います。RLIとはロータリー•リーダーシップ研究
会の訳です。DLとはディスカッションリーダーの訳です。ディスカッションリーダーはファシリテー
ターとして質の高い意見やアイデアを引き出す進行役との事です。
　また「教える事ではなく気付かせる事。」が重要ですとも言っていました。まずは初めて会う参加者
にリラックスしてもらい安心してもらえるように努めて下さい。
　次に問い掛けです。意見を引き出しやすい問いかけを考えま
しょう。「聞いてもらえた。」という充足感が必要です。とか、
レベルに合わせた意見を聞くことや結論にこだわらず何を学んだ
かが重要です。などと、次々と研修は進んで行きましたが、言葉
では理解していましたが、行動に移して進行できるかは「これは
無理だな。」と思いながらの研修でした。そう思いながら21日土
曜日のRLIの研修会にDLとして参加してきましたがその結果は皆
さんのご想像にお任せいたします。
　また、来月の山形中央ロータリーさんの参加人数が19名になり
ました。奥様方を連れての参加の方がおりますので当クラブも出
来るだけ奥様の参加をお願いしていただけませんでしょうか。よ
ろしくお願いします。

毎年恒例の三重岳登山、
今年も素晴らしい朝日を
見る事が出来ました。

〈新春合同例会市内RC全体出席率〉

正会員数457
出席免除対象数5
対象参加数452

出席数304
出席率67.26%

〈新春合同例会城西RC出席率〉



　　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 1月25日（水） 第6回クラブ協議会（上期報告・下期計画） サンロイヤルホテル

鹿児島西 1月25日（水） クラブ協議会（上期報告・下期計画） 山形屋

鹿児島西南 1月25日（水） クラブフォーラム（職業奉仕） ビエント

鹿児島東 1月26日（木） ★夜間例会18:30～　会場：一都 サンデイズイン

鹿児島北 1月26日（木） クラブフォーラム（職業奉仕について） アートホテル

鹿児島サザンウインド 1月26日（木） ☆ロータリー大学②（夜間例会） ホテルレクストン鹿児島

鹿児島 1月27日（金） ☆職場訪問例会（11:00～13:00）
　訪問先：㈱明興テクノス

山形屋

鹿児島大学アカデミー 　月　日（金） 会員卓話 鹿児島大学稲森記念館

鹿児島中央 1月30日（月） 職業奉仕賞授与式 山形屋

鹿児島令和 2月13日（月） クラブフォーラム（職業奉仕委員会） ホテルレクストン鹿児島

鹿児島東南 1月31日（火） ☆夜間例会 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～））

≪1月の誕生祝い≫
丸田寿朗君（18日）
時村佳尚君（22日）
宮下理恵君（23日）
桑鶴浩二君（27日）
永田眞一君（28日）

例会報告

第1615回
≪プログラム≫
鹿児島市内RC
新春合同例会

点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
乾杯 
知事・ガバナー・各クラブ会長登壇 
乾杯挨拶(ガバナー補佐　上野欣一様)
ゲスト紹介ならびに鹿児島令和RC会長

挨拶
ガバナー挨拶 
RI2730地区　ガバナー　山ノ内文治様
出席報告
卓話 
鹿児島県知事　塩田康一様
閉会の挨拶 
鹿児島大学アカデミーRC　会長　馬場昌範様
ロータリーソング「手に手つないで」
点鐘

※ガバナー挨拶は次頁、
知事挨拶については、
原稿の配信がないため今
回は割愛いたします。

※1/31（火）は
休会です。

次回例会
令和5年2月7日 

（火）
12：30～

ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島
会員卓話

次々回例会
令和5年2月14日

（火）
18：30～

ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島
山形中央RCとの

合同例会・懇親会

会務報告 ＊申請しておりました今年度事業（剣道大会）分の地区補助金が承認さ
れ、1/17に補助金の送金がありました。

＊5月19日～21日の山形RC訪問の件につきましては、現在、式典に10名、城西ツアーにご家
族含め8名のご参加のご連絡をいただいております。クラブで組むツアーについては、元会
員のトップツアー㈱鈴木様に依頼しているところです。詳細が決まりましたら、改めてお知
らせいたします。

＊鹿児島ユネスコ協会より、書き損じハガキキャンペーンのお知ら
せが届いております。ご協力いただける方は、書き間違えるなどし
て投函しなかったハガキを事務局までお持ちください。

＊ガバナー事務所より、お遍路道ウォークのご案内が届いてお

りますので回覧しております。ご参加される方は各自、ホーム

ページからの申込みです。

＊2022年12月17日に行われたロータリー奉仕デーの映像が
YouTubeにてアップされております。ご覧になりたい方は下記
QRコードでご確認ください。



鹿児島市内RC　新年合同例会挨拶
RI第2730地区ガバナー　山ノ内　文治

みなさん　イマジンロータリー
あけましておめでとうございます。

今年はウサギ年です。株式相場には「寅　千里を走り、卯(う)は跳(は)ねる」
という格言があります。兎には跳ねる特徴があるため、景気が上向きに跳ね
る、回復されると言われており、経済人にとって縁起の良い年として知られて
います。
因みに過去の兎年では1963年（昭和38年）日本初の原子力発電成功、1975年
（昭和50年）山陽新幹線開業で新幹線が博多まで延伸。1987年（昭和62年）
バブルピーク、地価が高騰し銀座で1坪1億円。1999年（平成10年）都銀の合
併、通貨ユーロ誕生、2011年（平成22年）は東日本大震災、歴史的な円高1ド
ル75円32銭を記録、経済界にとっても記憶に残る年が多いようです。今年は
経済も上向きになり皆様の企業並びに事業が繁栄されることを願っています。

さて、国際ロータリーのジェニファー・ジョーンズ会長は今年度のロータ
リー方針を「想像してください、私たちがベストを尽くせる社会を」としてい
ます。これを受けて私は、地区の方針を「知力を高め　未来に繋げ　多様性あ
るロータリークラブの実現に」としました。既に公式訪問で全クラブを訪問
させていただきました。その節は大変お世話になりありがとうございました。
鹿児島市内12クラブは10月末現在でグループＡが6クラブ234名（10名増加）
グループＢが6クラブ222名（12名増加）であり、2730地区内で会員数は
19.3％、今年度の会員数増加率は29.7％と大いに貢献していただいており感謝
申し上げます。
ロータリー奉仕ディでは市内全クラブが吹上浜清掃に汗を流し、今年度の地
区大会では「70年の出会いから　新しいＤＥＩのある　ロータリーが今、こ
こから始まる」のスローガンのもと、市内全クラブの皆様からは会員全員登
録を始め金銭的なご支援、大会当日は会場受付など人的なご支援を賜り誠に
ありがとうございました。お陰様で大会関係者、全国各地からの来訪者の皆様
から過分のお祝いや感動の言葉を頂きました。改めて感謝申し上げます。

今年度は「燃える感動かごしま大会」のキャッチフレーズのもと鹿児島国体
と障害者スポーツ大会が開催されます。会員の中にもオフィシャルスポンサー
やオフィシャルサポーター、オフィシャルサプライヤーになっている企業も

たくさんあります。
ロータリークラブ活動の青少年奉仕
や弱者へのサポートとの理念は共通し
ています。オール鹿児島で応援したい
と思っております。
最後に私の所属する鹿児島クラブが

今年3月に創立70周年を迎えます。皆様
のご参加をお願いすると共に、今年1年
皆様の事業と繁栄と、ご家族のご健勝
を祈念いたしまして新年の祝辞といた
します。
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