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この度、城山ホテルで開催予定がＷＥＢ開催になりま

・中学時代

した、警察歯科医会全国大会の大会誌を藤崎さんのご
好意で破格の値段にもかかわらず、立派な物を作成し

校駅伝区間賞３KM１０分 潜水走り
・平成５年 ４７歳・SBR設立 錦江湾遠泳（高岡・保岡

て頂きました。感謝のニコニコです。

法務大臣） 指宿トライアスロン 往復遠泳クリーンアッ

≪ニコニコＢＯＸ累計額
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【２月の誕生日祝い】おめでとうございます！
庄司教克君 （ ５日）
森政広君

（

９日）

井岡松司君
髙岡茂君

（１５日）
（１６日）

克己君）」

【会長アドレス】

会長

岩下いずみ

中１県中学

平成１５年五島・ロングト

ライアスロン出場５７歳（２３２ｋｍ） ドイツ・メダ
リスト・ハイケ選手 マイアミ・全米学生代表と遠泳 ・
・古式泳法

黒田流と

・一過性の虚血

◎趣味・暗号資産ビットコインとデジタル通貨

押井啓一君・児玉里美君・福元文雄君・小林千鶴君
田中応征君・安藤秀樹君

分散型

金融
バリリゾート会員権 ルピア
◎今後の人生 田舎暮らし 古民家・野菜つくり

【米山記念奨学会寄付目標達成者】

・・・ロータリーでの企画望む
ご視聴ありがとうございました。

【ポリオプラス募金】
2/4 小林千鶴君・国師博久君・水流純大君・池田耕夫君
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＜累計額
前回第1086回例会(2/4(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

プ大作戦大会１６年間開催

生徒会

性誤診

庄司教克君・小林千鶴君・押井啓一君

第1087回例会 2021年(令和3年)2月18日（木）
本日のプログラム「会員卓話 （藤崎

野球部

黒田踏切 忍者泳法 黒田官兵衛
◎脳梗塞 ・・運動しすぎの脱水症状

【ロータリー財団寄付目標達成者】

https://ksw-rc.org

プールなし

隼人小浜から磯間１９ｋｍ遠泳

（写真右・井岡松司君）

12：30〜13：30

Ｅﾒｰﾙ kswrc@po5.synapse.ne.jp

◎スポーツ人生

￥３２，５００-＞

タリー国際大会はバーチャル行事として開催される事に
なっています。今年度の地区大会においては昨年１１月
開催予定が、５月１５日土曜日の１日大会で、クラブか

【プログラム】

「会員卓話

永田優治君」

◎私のロータリー歴

皆さまこんにちは

らは２名のみの参加とし、会員はオンライン上での参加

●１２代会長としての実績（タイ

今年の節分は１２４年ぶりに２月３日ではなく２月２
日でしたが、みなさんは恵方巻は召し上がりましたか。

になります。今までは考えられなかったロータリーでの
常識が変わり、いつの間にか私たちもそれを受け入れら

コンケン県 ケンクーンRCとビチャイ
ラタクルRI会長 志布志出身のスベン

私は市内会長幹事会の会食の席で小川幹事といただきま

れる柔軟なロータリアンになっています。

ソン智恵美氏を仲介に姉妹盟約締結や、

した。今回の会長幹事会ではシーンと静かな会場で上川

２０２２年国際ロータリー理事会では今後ガバナー、

ガバナー補佐と、野井倉ガバナー補佐から地区目標アン
ケートについての報告がありました。

地区の廃止をし１８７４のセクションが設定される様な
内容も提案されている中、ロータリーがそしてサザンウ

象に残る。
◎職業 土地家屋調査士 昭和４３年合格(２３歳)５２年

先月１月３０日土曜日には２７３０地区風呂井ガバナー

インドロータリークラブ が５年後、１０年後どの様に変

◎私の７５年の生い立ち

日

時：２０２１年２月２５日(木）12：30〜13：30

による会長会議がWEBで開催されました。総勢7４名の参

わっていくのか楽しみです。

所：東急ＲＥＩホテル

吉時年度のRI会長エレクトのメーター氏が２０２１-２
０２２年度の会長テーマを発表しました。

・肝属郡吾平町出生（日向神話の吾平山稜） 一卵性双
生児として７人兄弟の末っ子として野生児みたいな生い

場

加者で、はじめてお目にかかる会長さんのお顔がほとん
どでした。２時間の会議の中で各クラブ一人、１分程度
でクラブの上期報告と下期の計画を発表しました。多く

『

奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために

』

【幹事報告】 幹事 小川ちえみ
のクラブがコロナ禍の中、工夫をしながらクラブ運営さ
れているお話はとても参考になり良い機会となりました。 ①ガバナー月信・ロータリーの友、2月号と「抜萃のつづ
会議の中で風呂井ガバナーからは３年後、５年後の自分

り」が届いていますのでお持ち帰り下さい。

のクラブがどうあるべきかのクラブビジョンの報告とい

②2021〜2022年度「ロータリー手帳」を注文されたい方

う宿題をいただきましたのであらためて、クラブで協議
する時間を設けられたらと考えております。

は、ご記入ください。締切は2/25です。
③国際大会が中止になり、バーチャルでの開催になりま

ロータリーでの２月というと平和構築と紛争予防月間

す。詳細は後日、改めてご連絡致します。

市長訪問、首都バンコクでの挨拶が印

立ちした。瓜二つの双子のせいで数々の笑いがあった。

備校や新聞配達を経たが鹿児島に帰り大型免許・大型特
殊・二輪免許取得での浪人生活）
事堂前追突

東京ゴミの夢の島と段ボール

目逆カンニング

奉仕活動を強調する事を決議しています。しかし、２７

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君

・２８歳鹿児島へ

）

・３０にして立つ 調査士開業
・４０にして惑わず 我家建築（現在の事務所）

ざいます。

・４３歳

隣地購入貸し塾建築７０００万に苦労

・５１歳 SWRC入会
・５８歳 土地家屋調査士会会長
・６１歳

報

会員数
46(45)

SWRC会長

・６２歳・脳梗塞〜１２年

告
出席数

出席率％

31

68.89

市内他ＲＣ例会プログラム

司法試
必修科

★は、記帳受付有り

（ホームクラブ例会場）

鹿児島RC 2/19(金）会員卓話 吉永幸徳会員
鹿大ｱｶﾃﾞﾐｰRC 2/19(金) 会員卓話

長女出産

本日の会員卓話、永田さんよろしくお願いします。吉
田美佐子さん、九州大学、大学院の合格おめでとうご

第2730地区目標
「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」
クラブスローガン
「Enjoy the change! 変化を楽しもう！」

第1086回2月4日(木)

席

養老の滝

【ニコニコＢＯＸ】

「ロータリーは機会の扉を開く」

例会日

・中央大学時代とアルバイトの数々（清掃車バイトと議

日から１週間を国際理解と平和週間と呼びロータリーの

国際ロータリーのテーマ

出

・千葉大受験２５倍不合格にて浪人へ（駿台、早稲田予

那須の別荘販売と高収入 学生結婚 ５０周年
験諦め 宅建・調査士合格 司法書士 中国語

2020-2021年度

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：クラブフォーラム
（奉仕プロジェクト委員会・国際奉仕）

・世界１周を望んで・国立電波高校へ(１級通信士 東京
オリンピック聖火ランナー蹴って独断で高山高校へ転向)

④本日、18：30〜ZOOMにて定例理事会を開催いたします。
⑤次回例会は、2/18です。

そして国際大会のご報告ですが6月に台北で行われるロー

2Ｆ

・父は教員・幼稚園浪人

です。２月２３日はポールハリスが３人の友人と最初に
会合を持った日でロータリーの日となっています。この

３０地区市内１２クラブの今年のロータリーデーはコロ
ナ禍で中止になりました。

次回（第1088回）例会のお知らせ

（山形屋）
(稲森記念館)

中央RC 2/22(月) ゲスト卓話

(山形屋）

東南RC 2/23(火) 祝日休会

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

城西RC 2/23(火) 祝日休会

(東急REI)

南RC

2/24(水) 祝日休会

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

西RC

2/24(水） ゲスト卓話

（山形屋）

西南RC 2/24(水） 創立記念例会

（ゆうづき）

東RC
北RC

2/25(木） 夜間例会⇒昼の例会に変更 （ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）
2/25(木） 会員卓話

(ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

