◆池田耕夫君・国師博久君
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◆佐藤俊一君・吉時真也君・中村聡君
岩下丸、いよいよ出港ですね。新たなスタート応援し
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ています。
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会報・広報委員会

ＨＰ

庄司教克君・夏迫文雄君

・本木順也…危機管理委員会委員（弁護士）

岩下丸の船尾からついていきます。みんなで頑張りま
しょう。！！

・松下和裕…会員増強委員会委員

【ごめんなさいＢＯＸ】
◆濵田一郎君
今まで黙っててごめんなさい。
≪ニコニコＢＯＸ累計額
【米山功労者表彰】
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・第２回マルチプル米山功労者（累計20万）西孝一君
VOL.25-2

・第１回マルチプル米山功労者（累計10万）田中応征君

ます。
◆日高 恒彦君

小川ちえみ

①ガバナー月信７月号が届いていますのでお取り下さい。

新年度の役員の方々、検討を祈ります。
◆川原篤雄君・井川良仁君
岩下・小川（田中SAA）丸、コロナ禍の出港ですが早い

②お願い事として、
1.チラシや宣伝用広告を例会場で配布されたい方は事

収束を願い一致協力して頑張りましょう。

前に会長・幹事・SAAのいずれかに事前にお知らせくだ

◆野元博志君・永田優治君

さい。

【前年度連続出席者表彰】

2.例会出席の義務として、36分ルールをお守り下さい。
途中退席される予定がある方は、例会開始前にSAAの方

岩下年度の出発おめでとうございます。初めての点鍾、
いかがでしたか？今の気持ちを大事に、新しいSWRCの

前年度連続出席者の紹介、その後、賞状と記念品の贈呈

へ申し伝え下さい。

改革頑張って下さい。岩下会長、小川幹事、田中SAA、

3.例会中の私語はおつつしみ下さい。

ご指導よろしくお願いします。

＊ホームクラブ
100％（5名）

クラブ委員長

7/19（日）ガバナー補佐・部門長合同会議
7/19（日）地区ロータリー財団・補助金セミナーは新
型コロナウイルス感染症の影響により、全てWEB例会に

◆西孝一君
岩下・小川年度、いよいよですね。

国師博久君・

歴史と時流をうまく融合した積極的な改革をされて、

岩下年度が始まりました。Enjoy the chenge

該当者の方は宜しくお願い致します。

エールを送ります！
◆濵田一郎君
皆さん、昨年度のご協力ありがとうございました。昨

⑤会費の納入は今月中にお願いします。

年度の物足りなかった分も含めて新年度をみんなで盛

鹿児島南ＲＣ
米山奨学生

ダール

ガバナー補佐

上川咲男様
アシスさん

【ニコニコＢＯＸ】
◆岩下いずみ君・小川ちえみ君・田中応征君
初の女性会長・幹事です。

フレー

松田圭治郎君・
岩下いずみ君・
小川ちえみ君

を心に

④本日、例会後に定例理事会を開催い
たします。

り上げましょう。フレー
◆田中応征君

を行った。

濵田一郎君・

楽しいクラブ運営を期待しております。
◆森迫直子君

変更になりました。

【ゲスト】
鹿児島市内Ａグループ

＊メークアップ含む100％（8名）
池田耕夫君・川原篤雄君・右田省二君・庄司教克君・
森山隆治君・吉時真也君・西孝一君・松田泉君

国際ロータリーのテーマ

就任挨拶

会長挨拶

会長

岩下いずみ

ロータリー１００周年の記念すべき年度に会長を経験
させていただけることに感謝をし、
クラブの会長として精一杯精進し

多くの変化を提案し、変化に柔軟

例会が秩序正しく運営されるように務めます。

に対応して参りたいと思います。
そして変化に伴い必ず起こり得る

◆水流純大君
岩下会長・小川幹事・田中SAA、一年間宜しくお願い致
します。奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会のつとめを果たせるよう

不具合もポジティブに捉え変化を楽しみたいという気持
ちを込めまして今年度クラブスローガンを

がんばります。

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！」

【プログラム】会長・幹事

世界が大きく変わる今、私達サ
ザンウインドロータリークラブも

ファンファン！

「ロータリーは機会の扉を開く」

『地区委員の皆様、
１年間よろしくお願い致します』

て参りたいと思います。

【地区委員委嘱状の伝達】
2020-2021年度

長/ロータリー財団部門委員/国際奉仕委員会委員
・小川ちえみ…米山学友委員会委員

華やかに努めて参ります。一年間よろしくお願い致し

前回第1067回例会(7/2(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

③7/18（土）・広報・公共イメージ部門
会議

副委員長
・中村聡…ポリオプラス・ロータリーカード委員会委員

岩下会長・小川幹事年度の門出をお祝い申し上げます。

https://ksw-rc.org

第1068回例会 2020年(令和2年)7月16日（木）
本日のプログラム「クラブ協議会（年間活動計画・決算・予算報告）」

県）委員（直前ＡＧ）/表彰選考委員会委員（直前ＡＧ）
・井岡松司…補助金委員会（グローバル補助金・ＶＴＴ）

◆鹿児島西RC 会長 川畑宏二1様・幹事 菊永昭二郎様

12：30〜13：30

Ｅﾒｰﾙ kswrc@po5.synapse.ne.jp

【幹事報告】 幹事

・右田省二…地区監査委員会委員長/拡大委員会（鹿児島

岩下会長小川幹事、田中SAA、一年間よろしくお願いし
ます。一緒に頑張りましょう。

・川原篤雄…ロータリー米山記念奨学会評議員/地区諮問

『Enjoy the change!
変化を楽しもう！』
としました。クラブのテーマカラーは情熱の赤です。

委員会委員/ガバナー指名委員会委員/会員

今年度の方針といたしましてクラブをより活性化するた

増強部門部門長/拡大委員会（鹿児島県）委員長

めに親睦活動に力を入れ会員同士の絆を深めていきたい

と思います。

ロータリーの親睦とは例会に出席する事

リオプラス寄付金が地区目標に達成してより良い世の中

です。プログラムを充実、工夫して参ります。
年間における例会回数を36回に減らした分会員の皆様

にするために一円でも多くの寄付金をRIに送金できるよ
うに寄付金について理解し、世界中のロータリアンが力

2020〜2021年度の幹事を務めさせて
頂きます、小川でございます。何分に

の声を聞くために担当者からの一方通行の報告などはホー

を合わせて行なっている素晴らしいプロジェクトがこれ

も、ロータリーのロの字がわかった程

ムページ上での掲載とし例会ではRLI形式のクラブフォー
ラムを持ちたいと考えます。活発なフォーラムから活発

から先も継続できるようご協力お願いいたします。寄付
金の形を会員全員同額の同額寄付金制度をやめて本来の

度の若輩者ですが皆様のお知恵をお借
りして、ロータのあたりまでは成長し

な委員会活動に広げ会員同志のコミニュケーションに繋

寄付の形である自発的寄付金の形に変えさせていただき

たいと思っております。

げます。

たいと思います。

次に部門リーダー制を廃止しクラブ委員会組織を簡略
化し、６の委員会の形にしました。委員会はひとつひと

以上の事を総合的に考え3年、5年後のクラブを思いな
がらクラブ戦略委員会では色々な提案を取り上げて検討

【Enjoy the change！変化を楽しもう！】です。
日々変化する時代で、多種多様な問題が発生します。

つが別々のものではありません。全部の委員会が重なり

していきます。

私達のサザンウインドロータリークラブ、そして会員の

合ってこそクラブとして前に進めるものと思っています。

幹事挨拶

幹事

小川ちえみ

岩下会長が今年度掲げたスローガンは

コロナウイルス感染症の影響で濱田年度は大きな繰越

皆様も時代に合った変化を続けていく必要があります。

多くの小委員会を統合した事で会員の皆様には混乱、ご
迷惑をおかけしますがどうぞご理解ください。

金が出ています。しかし今年度は敢えて繰越金をゼロと
し年会費１２万円でクラブ運営をお任せいただきたいと

岩下年度はその試験的な年度として手初めに会費問題に
着手しました。改革を押し進めていく中では、様々な制

そしてクラブが目指すガラス張りの運営をするために

思います。会費と会食費を分けることによりクラブのゆ

約が生じますがそれは次年度、更にその次の年度、そし

ホームページを最大限に活用し、クラブ内で話し合われ
たことなどは全てホームページで広くお知らせしていき

とり部分となっていました欠席者の食事代金の余剰金が
なくなります。そこで地区のセミナーなどに出席した時

て次へとつなげて行くために必要な事とご理解を頂きた
く思います。

ます。委員会に携わっていない側から聞いていないとの

に出ていた交通費の補助の部分と財団寄付金の一部補助

また、その改革へつなげるべく、皆様と大いに意見を

不満などもなくなり誤解や偏見もなくなり発言し易くな

部分を削減する事ととしました。各種登録費に関しまし

出し合い語りあいたいと思います。必ずやヒントが隠さ

るのではないでしょうか。同時にRIや地区からの連絡は
勿論のこととして専門家の力に頼り会員だけしかログイ

てはクラブからの負担とします。
今年度委員会は飲食店で行わず時間を有効にお使いく

れている事と思います。変化していくこと、させていく
ことを焦らず、気負わず、岩下会長を支え、ともに楽し

・8/20(木)

ンできない情報のページにアクセスできるようにします。 ださい。各委員会単独ではなく委員会を合同でしたり、

い1年を送りたいと思います。

・8/27(木）

そしてSNSやフェイスブックなどのソーシャルメディアと

オブザーバーで所属外の委員会に出席もアリかと思いま

1年間よろしくお願い申し上げます。

の連携でクラブ内外に発信していきたいです。
オンライン例会やオンライン委員会がスムーズに開催

す。今年度会長、幹事、SAAは出来る限りの委員会に出席
する予定です。

できるように定期的に勉強する機会を設け年間６回のweb
例会に向けまして会員のスキルアップを図りたいと思い
ます。ホームページに関する費用は斬新的な改革を実行

『本年度合同例会』
・10月 1日（木）鹿児島東RC、北RC、サザン『市内木曜

させるために特別会計ニコニコからの拠出を考えていま

・ 1月15日（木）市内１２クラブ新春合同例会

ペーパーレスに向けて週報などの紙での情報提供を無く
し全ての情報はホームページで得られる事は近い将来容

イヤルホテル 昼
・ 2月18日（木）鹿児島西RC、城西、令和、サザン４ク

易に実現し、地球に優しいクラブ運営になると思います。

ラブ合同例会

・ 4月17日（土）宮崎東RC、サザン親睦合同例会
サザンの親睦旅行4月17日、18日

がそのような意味のルールではなくロータリーのルール

・風呂井ガバナー訪問例会日

11月5日

例会後記念写真→クラブフォーラム

タリーライフがおくれると思います。地区セミナーやRLI
などに積極的に参加する事は自クラブとは違う環境に自

・クラブフォーラム
①クラブビジョン 戦略計画について

分を置く事で見聞を広めることになるでしょう。

吉時真也会長エレクト・佐藤俊一副幹事（写真下）
一年間、宜しくお願い致します！

・8/6（木）

クラブフォーラム(会員増強研修委員会)
会員卓話（安藤秀樹会員・松田泉会員）
ロータリー大学(夜間例会)

出
例会日

席 報 告
会員数

第1067回7月2日(木)

サンロ

出席数

49(46)

出席率％

38

82.61

市内他ＲＣ例会プログラム
★は、記帳受付有り
7/24(金) 祝日の為、休会
7/27(月） 進入会員自己紹介

11月5日のガバナー訪問例会を１００パーセント出席例会
にしましょう！！
⭐ 地区大会 11月13日（金）〜15（日）

を設け特別会計ニコニコからの拠出金の仕組み造りをし

開催地
⭐ RI国際大会

(年間活動計画・予算・決算報告)
東南RC 7/21(火)
城西RC

『点鍾、岩下会長』

頼りない会長ですがどうぞ一年間よろしくお願いいたし
ます。

クラブ協議会(決算報告・予算説明)

南RC

7/22(水) 祝日休会
7/29(水) 会員卓話 日高文治会員

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

西RC 7/22(水） 祝日の週休会
7/29(水)

ゲスト卓話

㈱九州経済研究所

経済本部長 福留一郎様

（山形屋）

西南RC 7/22(水） クラブ協議会（決算報告・予算説明）

開催地 台湾台北市
姉妹クラブ草山RCとの懇親会も含めて是非多くの会員

コしましょう！

7/21(火)

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）
(東急REI)

2021年6月11日（金）〜14（日）

で参加いたしましょう。

(東急REI)

委員会活動計画

7/28(火) 委員会活動計画

鹿屋国際大学

の身の回りで起きた楽しい事や伝えたい情報などニコニ

(山形屋）

令和RC 7/27(月) クラブ協議会

この三つのことに対して３名の会員に１０分程度のお
話をいただくことになっています。

思います。クラブ奉仕事業は取り組みたいプログラムが
提案された時点で速やかに取り組めるクラブとして上限

（山形屋）

中央RC 7/20(月) 会長・幹事就任あいさつ

③3年未満の会員のロータリーへの期待

クトにはアイデアを出し合い多くの会員で携わりたいと

（ホームクラブ例会場）

鹿児島RC 7/17(金）クラブ定款に基づき休会

②どうすれば会員増強、出席につながるか

全ての奉仕はロータリーの要です。サザンウインドの

財団、米山につきましてはロータリー財団、米山、ポ

<この後の８月のプログラム>

田中応征ＳＡＡ（写真上）

12時30分〜

と基本を学んだ上での活動が望ましく、より円滑なロー

計をあてにしすぎてもいけません。日頃の例会でのニコ
ニコBOXメッセージ寄付を積極的にお願いします。皆さん

ＷＥＢ例会

今年度・岩下いずみ会長・小川ちえみ幹事・

夜間

次にルールについて学ぶ機会を設けたいと思います。
私たちの多くは同調圧力的なものに支配されやすいです

て参りたいと思います。当たり前ですがクラブの特別会

日 時：２０２０年７月３０日(木）
場 所：当クラブホームページ上にて

日例会開催クラブ合同例会』夜間

す。

ロータリークラブとしての社会に寄与するより良い奉仕
活動を実行します。10月10日、11日の社会奉仕プロジェ

次回（第1069回）例会のお知らせ

★7/29(水) 定款に基づき休会
東RC

7/23(木） 祝日の為、休会
★7/30(木) 涼風例会

米山奨学生

ダール・アシスさん

北RC

（ゆうづき）
（ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）

7/23(木） クラブ定款に基づき休会
7/30(木) クラブ定款に基づき休会 (ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

