2月に入ってWBB櫻島杯も終わり、本年度も残り4か月ほ
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本日のプログラム「会長・幹事 就任挨拶」
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した。
◆小川ちえみ君

【ニコニコＢＯＸ】
◆濵田一郎君・国師博久君
１年間ありがとうございました。皆様のご協力を頂き、
何とかファンファン年度に引き継ぐことができそうで

ど。これからのSWRCのあり方について考える1年にしたい

だいたクラブの皆さんに心より感謝申し上げます。1年間

と思っていましたが、内心これはまずい、何も考えられ
ない8か月だったと思っていたところにウイルス感染拡大

ありがとうございました。
次年度会長幹事、次年度理事役員の皆様、ウイルス感

への警戒から職場訪問例会以降、例会をはじめRCの活動

染のため十分な情報も得られない中での準備のご苦労は

の自粛が始まりました。

相当なものだったと思います。私も微力ながらしっかり

4クラブ合同例会、草山RCと鹿児島での交流会も中止が
決定。イレギュラーな2か月半が始まりました。本年度後

支えてまいりたいと思います。新しいKSWRCをみんなで支
えてまいりましょう。

半に予定されていた行事は、ほとんどが中止となりまし
た。
例会を開けないことには大きな不安がありました。こ
の状態が何か月も続くとクラブ会員として続けていくこ
とができなくなるのではないかという不安です。そうで
なくてもすでに３名の退会がありました。その不安を察
してか井岡さんからKSWRCのHPに点鐘の場面をUPすると
いう提案がありました。他地区のEクラブの例会を見てい
て思いついたとのことでした。今もHPに残っていますがH

「幹事挨拶」

P上の例会の動画は、その結果です。
ウイルス感染は、とんでもない災害でしたが、KSWRC

会員の皆様、一年間ご協力ありがとうございました。
一年を振り返ってみますと、まずは会費問題から始まり

にいろいろなチャンスがあることも教えてくれました。

ました。実はこれはいろんな問題を含んでいてどういう

国師博久

私の中で最も大きかったのは、例会が開けないなどロー 方向で進めていくのが良いのかわからない状況でした。
タリー活動が滞る状況で例会をどうやって維持するのか、 とにかく大事な問題であるので理事会だけでなく会員全
クラブ会員それぞれの状況を心配して出された提案、今

員に問題意識を持っていただく為にも例会でクラブフォー

本日誕生日を迎えました。

後の非常時に備える必要性などクラブメンバーからいろ

ラムを開催し、アンケートを取る形にしました。その準

皆様から温かいお祝のお言葉を沢山頂きました。
ありがとうございました。今後共宜しくお願いします。

いろな提案意見をもらえたことです。みんなクラブのこ 備のために、CLP長期ビジョン委員会に協力を頂きました。
とメンバーのことを気遣っていることが身に沁みました。 アンケートの結果は分かれてしまいましたが、次に開か

≪ニコニコＢＯＸ累計額
【プログラム】

◆川原篤雄君

https://ksw-rc.org

で、次年度もたくさんご協力下さいませ。お疲れ様で

前回第1066回例会(6/25(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

す。次年度もよろしくお願いします。

ＨＰ

最後になってしまいました。頼りない会長を支えていた

会長・幹事

￥１６３，０００−≫
任期を終えて

ぼ〜っとしていた自分を恥じたときでもありました。
本年度では、偶然の幸いもありました。諸事情により

れた理事会で岩下会長エレクト、小川副幹事が次年度の
予算組みをし、検討しますという事になりました。

濵田・国師・吉田丸、新型コロナ「コビット19」とい
う大変な時期での入港、お疲れ様でした。ありがとう

「会長挨拶」
濵田 一郎
田中直前会長の最後の会長アドレスを聞きながらその

例年5〜6月に実施していた親睦旅行が2月になったおかげ
で滞りなく実施できたこと。ただし、時期的にも要望的

それからも、シニア問題として衛星クラブ、プロバス
クラブ、会費と食事の問題、会費の平等性、等々話し合

ございました。

内容に圧倒され限りなく不安になってから1年が過ぎまし

にも穂満さん相当悩まれたかと思います。

われ、2人が中心になってまとめて下さいました。本当に

た。夢のようです。時間の流れの速さにまさに「光陰矢

もう一つは、先にお話ししましたが、例会の形です。
一堂に会することができない状態でお互いのことや委員

感謝いたします。次年度、会費体系が変わりますが、会
員、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

◆池田耕夫君
濵田会長、国師幹事、並びに理事役員の方々、本年度
の下期は、予想のしない新型コロナ感染症お陰で様々

の如し」です。
7月1日（月）に第1回例会を開催

3日に草山RC例会出

会活動のことなど文書化してHPにUPしました。これはこ

な活動が出来ず、本当に残念でしたね。しかし、新し

席のために台北へ出発しました。草山RCとの交流会、ジェ

れで自分のペースでしっかり読めるのでわかりやすいと

このために例会開催が困難になりました。この時に井岡

い発想でウェブ例会を取り入れて頂いた事は有難い事
でした。今後のクラブのあり方に繋がることと思いま

イソン会長の就任式例会での姉妹クラブ盟約更新もまさ
に昨日のことのようです。8月にはガバナー公式訪問例会

いう意見をもらいました。長年活動を共にしてきたメン
バー同士なので出来たことですが、KSWRCの例会の新し

会員と濵田会長が、ウェブ例会の準備をして下さいまし
た。ウェブ例会の良い点、悪い点など感じたことをリア

す。お疲れ様でした。

と私の中では、足元も確かめられないような中で2か月が

い形を作る原案にできるのではないかと思っています。

ル例会にも検討できるといいと思います。また、地区関

過ぎ、9月に会長エレクトノミニーも決定、10月の宮崎で

メンバーの職業は様々で働き方は今後ますます多様化し
ていくことと思います。そういう中で参加しやすい例会

係の行事も中止となり、次年度への準備が大変だったの
ではないかと思います。

◆西孝一君
濵田会長、国師幹事、大変な困難の一年間、会運営、
お疲れ様でした。有難うございました。

の地区大会、11月3クラブ合同例会と気が付けばもうすぐ
折り返しです。少しばかり何もできない何も見えない焦

下期になって、新型コロナウイルス問題が起きました。

を作ることも重要だし、楽しみな作業でもあると思いま

5月になって、会員組織部門の森部門リーダーから部門

りが出てきていたなか、2月家族例会での、親睦委員会＋

す。次年度では、これを発展させた形に出来上がってい

会議を開催したいという話がありました。主旨は、新型

安藤秀樹君・佐藤俊一君
濵田会長、国師幹事、吉田ＳＡＡ、一年間ご苦労様で

有志参加の新しいパフォーマンスには元気づけられまし
た、漠然と不安だった新春合同例会についても、これだ

くのではないかと期待しています。
だんだん時間が迫ってきました。

コロナの件で、事業が困っている方の会費免除を行いた
いというものでした。ロータリーは、超我の奉仕すなわ

した。委員長さん方はじめ、クラブの皆さんもご苦労

けみんなでクラブを盛り上げてるのに気は抜けないなと

右も左もよくわからない中、市内会長幹事会、毎週の

ち他者の問題を自分の問題としてとらえ、手助けしたい

様でした。

思いました。

例会、理事会、新春合同例会すべてにわたって国師幹事

と望むことをうたっています。私はこの話が出たときに

親睦旅行は、南薩。地域おこしの現場を見ることがで
きました。KSWRCとして今後どのような活動ができるのか

の段取りがあってできたことです。本当にありがとうご
ざいました。また、事務局の上松さんには、気をもませ

嬉しく思いました。これを受けて、6月の理事会で承認を
受けることができました。これは、クラブとしての力量

のヒントももらえた時間でした。

ることも多かったと思います。気長にサポートしていた

が上がった事を証明するものだと思います。

だきありがとうございました。それから、冥界からさぞ
かし心配していただいたと思います、小山田さん、福石

最後に、一年間、連絡を取り合った濵田会長、事務局
の上松さん、そしてSAAとして例会を進めて下さった吉田

さん、岩田さん、平さん、有川さんはじめ先輩方ありが

会員、ありがとうございました。

◆夏迫文雄君・庄司教克君・藤崎克己君・堀嘉郎君・

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君・田中応征君
濵田会長、国師幹事、吉田ＳＡＡ、各部門長さん
大変お疲れ様でした。今年度、不完全燃焼かもですの
2020-2021年度

国際ロータリーのテーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」

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！」

とうございました。

〜夜間例会の様子〜

次回（第1068回）例会のお知らせ
日

時：２０２０年７月１６日(木）12：30〜13：30

場 所：東急ＲＥＩホテル
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：クラブ協議会

2Ｆ

（年間活動計画・決算・予算報告）

・7/30（木）

<この後の７月のプログラム>
ＷＥＢ例会

出

席 報 告

例会日

会員数

出席数

出席率％

第1066回6月25日(木)

50(46)

32

69.57

第1064回6月11日(木)訂正

54(49)

39

79.59

市内他ＲＣ例会プログラム
★は、記帳受付有り

（ホームクラブ例会場）

鹿児島RC ★7/3(金）市坪会長・谷口幹事挨拶
各常任委員会別協議会
会場：ｼﾞｪｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
☆7/10(金)

(定例夜間例会)全員クラブ協議会

18：30〜ｼﾞｪｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ
中央RC 7/6(月)

会員卓話

7/13(月）

（山形屋）

会長・幹事就任の挨拶

会員卓話「WEB会議zoomについて」
高岡 和也会員

令和RC 7/13(月)

(山形屋）

会長・幹事就任あいさつ

(東急REI)

東南RC 7/7(火) 会長・幹事 新年度挨拶
★7/14(火) 夜間例会18：30〜

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

城西RC 7/7(火) 新年度挨拶 会長・幹事
南RC

(東急REI)

7/8(水) 第2回ｸﾗﾌﾞ協議会(方針発表②)
7/15(水) 第3回ｸﾗﾌﾞ協議会(決算報告・予算説明）
（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

西RC 7/8(水）

ｸﾗﾌﾞ協議会(活動方針)

7/15(水) ｸﾗﾌﾞ協議会(活動方針)

（山形屋）

西南RC 7/8(水） ｸﾗﾌﾞ協議会(各委員会報告)
7/15(水) フリートーキング
東RC

7/9(木） 各委員長挨拶
7/16(木) クラブフォーラム

北RC

（ゆうづき）

7/9(木）
7/16(木)

（ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）

クラブ協議会①(年間活動計画）
クラブ協議会②(年間活動計画）
(ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

