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第５２９回例会 平成２０年７月１０日(木) プログラム「年間活動方針発表」  

前回第５２８回例会[７月３日（木）]の報告  於：東急イン 

 
【会長アドレス】就任挨拶 会長 右田省二 
2008～2009 年度第 13 代鹿児島サザンウインドロータリークラブの会長となりました。  

ご理解とご協力をお願いいたします。 

当クラブは国際ロータリーの大きな課題として提言されたＣＬＰをいち早く導入し、ＣＬ

Ｐ委員会を立ち上げました。前年度には、今年度のクラブ組織に改めております。今年度は

新しいクラブ組織での活動の初年度でもありますので、運営上の諸問題が発生する恐れもあ

ります。失敗を恐れず活動していきましょう。問題点についてはＣＬＰ委員会も存続してお

りますので、再度討議して改めることにします。また、ロータリーの綱領にあるとおり会員の有益な事業の基

礎として奉仕の理想を求めて、多くの同志を集め、その集まった同志たちとの交流を活発にすすめていきたい

と思います。 

さて、地球的規模で進行する環境問題や経済のグローバル化に伴う社会問題の影響等どれをとりあげても、

わたしたち一人一人で立ち向かうことができるものではありません。しかし、わたしたちロータリークラブは

地球的規模の広がりを持つ団体です。世界中のクラブが一致団結して、ひとつの目標に立ち向かえば個々には

及びもつかない成果が得られると思います。一隅を照らすロータリアンがロータリーの精神を実践していけば

必ずや社会にインパクトを与えることを確信しています。前年度のクラブテーマの「サザンウインドの明日を

語ろう」は長期的にサザンウインドが目標とするものを語ることではないでしょうか、わたしたちサザンウイ

ンドの会員はもてる時間と技能と資金をどのように生かすのが最善であるか、語り合いましょう。そして、地

区運営方針に基づき、「夢をかたちに」のＲＩのテーマを尊重し、水・識字率向上・保健衛生の向上と飢餓救済

のプロジェクトを推進していきます。 

今年度のクラブテーマ「サザンウインドロータリーの夢を語ろう、果たそう未来への責務」 

重点推進項目 

1. クラブの活性化 

ＣＬＰ委員会で検討された新しい組織でクラブ運営を行いますが、予想できない問題等が生じる場合がある

と思われます。躊躇することなく問題点は、再度ＣＬＰ委員会で討議し、改めるべきは改めて行きたいと考

えます。 

2. クラブ奉仕 

「奉仕の機会として知り合いを広めること」の実践として会員の増強を図ります。 

新会員に全会員との面識を得るため、全行事への参加を勧めて下さい。また、新会員の所属委員会はローテ

ーション方式をとり、入会後 6 ヶ月間は親睦活動委員会へ、その後は研修委員会へ所属するローテーション

を提案します。プログラムはロータリーの意義を自然に理解できるような配慮をし、また、さらに、有意義

な情報を共有できるプログラムを検討する。 

3. 職業奉仕 

お互いの職業を尊重し、責任と誇りをもって奉仕しましょう。職場訪問や会員卓話を活用してお互いに学ん

でいきましょう。それが自然に職業の奉仕に繋がることを確信します。 

4. 地域・国際奉仕 

ロータリアンはロータリーの精神を実践することで社会奉仕を果たしていると考えます。地域への奉仕で特

定のニーズがある場合は検討し、速やかに実行する。 

 



国際奉仕はロータリーの顔であり、地区レベルでの参加や友好盟約クラブとのタイアップで地区基本方針に

沿って活動することをお願いします。長期的な目標を設定し、友好盟約クラブとの息の長い交流をする。 

5.ＲＣＣ・新世代 

地域社会奉仕と国際奉仕を融合したもので、サザンウインドの具体的な奉仕活動のひとつと位置つけられま

す。この活動を支援することによりサザンウインドの存在感を高め、また会員に国際交流の意識付けをして

いくことが可能であると考えます。 

ＲＣＣサザンフレンズのメンバーを増加させて、国際交流を活性化させる施策を検討する。 

青少年は地域社会ひいては国際社会に重要な人材です。インターアクト、ローターアクト、ライラのロータ

リー行事への参加をして下さい。 

6.ロータリー財団・米山記念奨学会 

 国際奉仕としての位置づけです。国際ロータリーの主要テーマですので、地区目標とおりの寄付をする。 

7.大会への参加要請 

 11 月 15 日、16日の第 2730 地区 地区大会に会員全員参加を奨励します。 

 友好盟約クラブ、ケンクーンロータリークラブとの仲介の労をとっていただきましたビチャイ・ラタクル氏

の講演会があります。 

 
【幹事就任挨拶】幹事 国師博久 
2008～2009 年度幹事という大役を仰せつかりました。 

 前年度の永田会長、市川幹事の御努力で初めて 50 名を超える会員でスタートを切れます

し、新組織の体制づくりを行っていただきました。四役会議、ＣＬＰ委員会を通して、一

緒に準備にも参加することが出来ました。今年度の道筋をつけていただき本当に有難うご

ざいました。 
 また今年度の準備も 4 月より 3 回の会議や地区協議会などの強行スケジュールの中で、各役員・理事・委員

長さん方に年間活動計画や予算を出していただきました。有難うございました。委員会編成も一部を除いて一

人一役の編成が出来たと思います。 
最後に今年度は新しい組織の中で、気持ちも新たに会長を補佐し、会員の皆様のお役に立てるよう一年間努

めてまいりたいと思います。皆様の御協力を宜しくお願い致します。 
 
【会務報告】幹事 国師博久                      
① ロータリーの友、ガバナー月信７月号をおとりください。 
② ７月よりロータリーレートが 102 円から 106 円に変更です。 
③ リバティライオンズクラブ結成 15 周年記念式典・祝賀会が 9/21(日)18：00～城山観光ホテルにて行われま

す。会費 10,000 円。記念ゴルフ 9/22(月)島津ゴルフクラブにて 参加希望者は記入表にお願いします。 
④ 上期年会費を今月中に納入お願いします。 
⑤ 事務局勤務時間変更のお知らせ（時間外のご連絡は留守電、ﾒｰﾙまたは幹事までお願い致します。） 

月・火・水・金 9：00～14：00  木（例会日）9：00～15：00 
【ゲスト】米山奨学生 李海珠さん 
【ロータリー財団 認証状の伝達】 
（右写真：松田圭前Ｒ財団委員長と） 
ポール・ハリス・フェロー・・・・小林千鶴君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

＜親睦活動委員会よりお知らせ＞ 
「委員会対抗 親睦ボーリング」を行います。 
皆さん奮ってご参加下さい！ 
日時：7／12（土）19：00～ 
場所：Ｔ－ＭＡＸ（東千石町 3-39 ｷｬﾊﾟﾙﾎﾞ隣） 
会費：3,000 円（軽食付） 
 

＜地域・国際奉仕委員会より＞ 
岩手・宮城内陸地震義捐金への御協力宜し

くお願い致します。 
  

＜会報・広報委員会より＞ 
昨年度までの会報で連載されていました職場紹介

も一巡し、本年度では、私の好きなことをメイン

に皆様からのマイブームを紹介していただくこと

にいたしました。 
内容は、日常の職業の中で感じたこと、プライベ

ートな視点で気付いたこと、密かに楽しみにして

いること、個人的に名所だと思っている場所や趣

味の話など皆様からの楽しくてためになる（たま

には、ためにならないものも可）話題、元気にな

る話題をお待ちしています。 
  



【ニコニコＢＯＸ】 
◆藤崎克己君 
右田会長・国師幹事の船出をお祝いします。親睦活動

委員会では、下前さんの発案で今期よりニコニコの封

筒を変えましたのでよろしく！！ 
◆平恵子君 
右田会長・国師幹事、１年間宜しくお願いします。そ

れぞれ仕事も忙しいでしょうが気楽にしたらよいか

と思います。 
◆川原篤雄君 
右田国師丸出港を祝し、「夢をかたちに」ＲＩテーマ

にお互い頑張りましょう。 
◆高良次男君 
右田年度の出航を祝します。 
◆池田耕夫君  
右田会長・国師幹事、ＣＬＰのスタートおめでとうご

ざいます。エールを送ります。フレーフレー右田。フ

レーフレー国師。 
◆横山武博君  
右田会長・国師幹事又理事・役員の方々、今期頑張っ

て下さい。陰ながら応援します。 
◆西孝一君 
祝 右田年度。右田会長・国師幹事一年共に頑張りま

しょう。 
◆佐藤俊一君 
今年度ＳＡＡを担当します。皆様の御協力、御指導

をお願いします。 
◆平田宗興君 
例会運営委員長の平田です。楽しい例会、有意義な

例会の運営に務めます。皆様の絶大なご協力をお願

いします。 
 

 
◆小山田吉治君 
北海道はさわやかな気候で食べ物もおいしくとって

も良かったです。サッカーの結果は聞かないで下さい。

美女４人組さん、ゴメンナサイ。 
◆久保山芳昭君・岩田政大君・森山隆治君・ 
下前建二君・庄司教克君 

新年度、今期も宜しくお願いします。皆で頑張りまし

ょう。 
◆下前建二君 
妻の誕生日にきれいな花をいただき有難うございま

した。毎年、たのしみにしているみたいです。継続は

力なり。ロータリー万歳。 
   《ニコニコ BOX 累計額 ￥１７，０００－》 
 
【ゴメンナサイＢＯＸ】 
◆百崎隆子君・福石堅郎君共同体 
欠席が多い様です。忙しい事は良い事です。ビンボウ

暇なしとは良く言ったものです。皆さん体力には十分

気を付けましょう。 
◆萬福久生君 
先月は仕事で全休してしまいました。今月からまた出

来る限り出席に心がけます。 
損じハガキに出します。                  

《ゴメンナサイ BOX 累計額 ￥６，０００－》 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

出 席 報 告 会員数 出席数 出席率％ 

第 528 回 7月 3日(木) 52（51） ３７ ７２．５５ 

第 526 回 6月 19日(木)訂正 52（51） ３９ ７６．４７ 

市内他ＲＣプログラム  ★例会時間・場所等の変更  
月日曜 ＲＣ プログラム 例会場 

7 月 11 日（金） 鹿児島ＲＣ 委員会別協議会 山形屋 
7 月 14 日（月） 中央ＲＣ ★第１回クラブ協議会 18：30～ふぁみり庵はいから亭へ 山形屋 
7 月 15 日（火） 東南ＲＣ 国際大会に参加して ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 
7 月 15 日（火） 城西ＲＣ  ★ニ火会 19：00～ 東急イン 
7 月 16 日（水） 南ＲＣ ★納涼家族会 18：30～ポルトカーサ ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 
7 月 16 日（水） 西ＲＣ ★ｲﾝｵｰﾏﾙ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 18：30～ 山形屋 
7 月 16 日（水） 西南ＲＣ クラブ協議会（各委員会報告） ゆうづき 
7 月 17 日（木） 東ＲＣ クラブ協議会 山形屋 
7 月 17 日（木） 北ＲＣ  １８(金)に変更 前年度役員慰労会 東急ホテル 
 

《次回（第 530 回）例会のお知らせ》     

日時：Ｈ20 年 7 月 17 日(木)12：30～13：30 
場所：東急イン２Ｆ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：予算・決算説明 
 
＜RCC サザンフレンズ例会のお知らせ＞ 
日時：Ｈ20 年 7 月 19 日（土）13：00～ 
場所：赤塚学園 
クラブ定款第 8条第 1節に基づきﾒｰｷｬｯﾌﾟ扱い

になります。皆さんお気軽に出席下さいます

よう、お願い致します。 
 


