
                 国際ロータリークラブ第 2730地区 日南ロータリークラブ 

    

 

             「変化への対応そして創造」 

例会日 毎週水曜日 12：30～   例会場 ホテルシーズン日南 

住所 日南市園田 3-11-1   TEL 0987-22-5151  FAX 0987-22-9588          会長 村岡俊宏 

 

第3245回例会 №02 2020.07.08  雨 

点鐘・国歌・ロータリーソング 18時30分    「奉仕の理想」」 

四 つ の テ ス ト  竹井崇利 君 

ゲ ス ト 坂本哲夫ガバナー補佐（日南中央 RC） 

ビ ジ タ ー 門口 厚君（日南中央RC会長） 

例 会 行 事 クラブ協議会・ガバナー補佐公式訪問 

 

会長時間 

九州各県で大水害が発生し、多くの方が被害を受けられました。毎年のように｢経験のしたことのない大雨｣

｢想定外｣と言われる大きな被害が出ています。梅雨の末期になると大雨で被害が出ないと梅雨が明けなくな

っています。いつ自分たちが被害者になるかもしれません。十分な予想をして、対応できるよう気をつけなけ

ればいけません。 

鹿児島市で｢コロナウイルス｣クラスターが発生しました。90 人以上の関連の感染者が確認されました。一

番懸念していた夜の町からです。近隣の飲食店への影響が相当出ているようです。 

日南市から近いところで志布志市での感染者の報告が報告されています。市内での感染者が出ないことを

祈るばかりです。 

宮崎県は、｢コロナウイルス｣の感染状況を警報レベルで示す方法の運用を始めたようです。 

｢0レベル｣感染者なし、｢1レベル｣感染者が 2医療圏内、｢2レベル｣感染者が3医療圏内、「3レベル｣クラスタ

ー続発―外出自粛・イベント中止の指示の 4段階のレベルに分けてあるようです。 

しかし、当クラブ会員の感染症専門家である峰松会員は、各レベルに応じた対応が明確に示されていないの

で、県民は情報をどのように生かしていいのかわからない。それに、近隣の県の状況も判断材料に加えるべき

であると改良の余地があるとコメントされていました。 

東京では連日100人からの感染者が報告されています。これも夜の町での発生が多く報道されています。政

府は、感染リスクを制御しながら経済再生を優先する方針をとる姿勢です。 

7月10日からは、次のステップに移行します。イベント関連の入場者数を 5千人に拡大していくそうです。

野球観戦も球場でできるようになるそうですが、怖くていけません。 

アメリカでは、感染拡大に拍車がかかり、規制の再強化を始めたようです。ある大学教授は 5月の会見で、

緊急事態制限を緩めると7月には感染者が急増していくと言われていました。ネットでは｢8割おじさん｣と揶

揄されていましたが、本当になってきました。 

｢コロナを立てれば、経済が立たず。経済を立てれば、コロナが広がる｣と非常に難しい選択を迫られる様相

になってきています。私は、｢命あっての物種｣と思います。 

｢三蜜｣を避け、うがい、手洗い、マスク着用と自分で出来ることを実践していくことが大事と思います。ウイ

ルスに感染しないようそして人に感染させないよう十分注意しながら生活していかねばなりません。 

「人生、上り坂、下り坂、そしてまさかの坂」といいます。一生のうち、何度か出会う「まさかの坂」にひ

んぱんに出会うことが多くなりました。これが日常にならぬよう、我慢、我慢の生活が続きますが辛抱です。 

皆さんも、十分気をつけること、そして想像力を駆使して物事に対応していけるよう十分な準備をしてくだ

さい。 



幹事報告 

1）会費を口座引き落としの件、令和2年7月13日（月） 

 

委員会報告 

 わかば委員会 今年度のわかば受賞者の件（6名） 

 雑誌会報広報委員会 「ロータリーの友」7月号の案内 

 

スマイル 

 田島逸男君 昨日7月7日は、当田島歯科医院の開業 40周年の記念する日でした。今後は、職業奉仕の理

念でもう暫く地域歯科医療に微力ながら貢献させて頂きたいと思います。新型コロナウイル

スの蔓延で記念イベントもできません。つきましては、日南 RCにスマイルさせて頂きます。 

 永田浩治君 鹿児島でコロナの感染者が 100名を超えました。クラスターが発生して大変ですが、皆の心が

けにより早く収束することを願っています。 

 野崎正彦君 前立腺癌の陽子線治療が終わりました。21回照射しました。経過報告を 10年間しなければな

りません、少し長生き出来るでしょう、頑張ります。 

 竹井崇利君 わかば奨学委員会後の懇親会の残金をスマイルします。 

 山口秀一君 6年前の「わけもん GT」が、本日20時から再放送されますのでスマイルします。 

 坂本哲夫ガバナー補佐 メッセージ無し 

 

クラブ協議会 

クラブ管理運営委員会   委員長 豊田裕康 

〈例会運営委員会〉  委員長 簗瀬 敦  副委員長 齋藤 奈  々

         委 員 鷹衞哲郎 片桐美香 上村博文 

活動の基本方針  

有意義で充実した例会を目指す 

  「来てよかった」と思える例会に 

会員同士の相互理解が深まる例会を目指す 

           会員自らの気持ちや考えを話してもらう 

           会員に自身の体験や思いを語ってもらう 

活動計画の具体案  

1. 会長、幹事、副会長、各委員長の所信、活動計画の発表 

2. 会員卓話の実施（卓話依頼の事前連絡を行う） 

3. ロータリー月間の担当委員長への例会行事依頼 

4. 地区内で活躍している方への卓話依頼 

5. 地区大会、地区協議会終了後、出席者による報告 

6. 家族向けの例会内容であれば親睦委員会と連携し家族の出席をお願いする 

7. 委員会は開始30分前に受付準備をする 

8. 例会における出席状況の報告 

9. 卓話が早く終了した場合は R情報委員会の時間とする 

年間出席優秀者（100％）の表彰を行う 

10. 会をはじめ、各種会議への出席の奨励 

予 算  

ゲスト卓話 8回  謝礼 4,000円×8回     計32,000円 

 100％出席者記念品代 30名（予定）×3,000円   計90,000円 

 予備費                       8,000円 

                        合計130,000円 

 

〈親睦委員会〉    委員長 井野畑善順 副委員長 村社浩二 

         委 員 斎藤篤史 

活動の基本方針  



ロータリー奉仕活動の支援、家族を含めての会員間の交流、情報交換を目的 とし、

友情と親 睦を深めることに努める。親睦は、例会出席率の向上につながり、情報交換

は何かを学び取るという自己研鑽につながるものである。 今年度も引き続き新たな気

持ちで、ロータリー活動に邁進できるように会員 間の親睦を深めるよう努める 

活動計画の具体案  

※座席は例会時にその都度抽選で決める。例会運営委員会にお願いする。  

※誕生日、結婚記念日のお祝いに記念品を贈呈する。  

※サマー親睦会 8/26 18：30 ホテルシーズン ￥126,000 （4,500円×28人） 

※家族アワー   12/9 18：30 ホテルシーズン ￥151,200 （5,400円×28人） 

※新年会      1/6 18：30 ホテルシーズン ￥151,200 （5,400円×28人） 

※観桜会      3/24 18：30 ホテルシーズン ￥126,000 （4,500円×28人） 

※創立記念日   6/16 18：30 ホテルシーズン ￥151,200 （5,400円×28人） 

※３ＲＣ合同ゴルフコンペ  

※クラブ内ゴルフコンペ 運営は「茜会」 

予 算                   705,600 円 

 

〈R情報委員会〉   委員長 鬼束忠男  副委員長 落丸正博 

          委 員 村上賀昭  土屋昭次 

活動の基本方針  

・ロータリーに関する知識や情報を提供し、会員意識の高揚を図る。 

・新入会員に早くクラブに馴染んで頂くための機会を計画する。 

活動計画の具体案  

１．入会3年以内の新会員を対象に研修会・親睦会を実施する。 

２．新入会員オリエンテーションを実施する。 

３．入会 3 年以内の会員に地区大会や新会員セミナーへの参加を促す情報集会等を通じてロータリー情報

を提供する。 

予 算                  70,000円 

 

会員増強委員会    委員長 宮田真一郎   副委員長 守永裕一 

         委 員 小玉 淳 

活動の基本方針  

ロータリーの目的、知り合いを広めることによって、奉仕の機会とすることを実践す

ること。そしてロータリークラブの魅力をアピールすることにより会員増強を図る。ま

た、現会員の退会防止に努めることも、委員会の大事な役割である。さらに、地区協議

会関係の事業にも参加し、情報収集にも努めていく。 

活動計画の具体案  

１ 目標会員数、現在会員数34名、純増3名（女性1名) 

２ 現会員への新会員勧誘奨励。 

３ 候補者の情報収集を行い、理事会に報告する。 

４ 女性会員の勧誘。 

予 算                  30,000円 

 

雑誌会報広報委員会 委員長 河野通郎  副委員長 榎木田大資 

          委 員 石崎智則 

活動の基本方針 

1. ロータリアンとしての三大義務の一つである「ロータリーの友」の購読の奨励 

2. 例会の記録としての週報の発行 

3. 日南ＲＣの活動を、マスメディアと通して地域社会にアピール 

活動計画の具体案 

1．例会時における「ロータリーの友」の記事の紹介 



2．１年間の記録としての週報の発行 

3．週報発行の為の卓話等の原稿提出依頼 

4．ホームページでの週報の記載 

5. マスメディアの協力を得てロータリー活動の紹介およびＰＲ 

6. マスコミ関係者との懇親会の実施 

  

予 算                  30,000円 

 

奉仕プロジェクト委員会   委員長 石灘寛樹 

〈職業奉仕委員会〉 委員長 石灘寛樹  副委員長 古澤昌子 

          委 員 永田浩治 

活動の基本方針 

ロータリアンは、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと

認識し、社会奉仕する機会としてロータリアン会員各自が、その職業に関するすべての

人々の立場にたち、高い倫理観を持って活動できるようになることを目標とする。 

活動計画の具体案 

1・例会において4つのテストを唱和する。 

2・職業奉仕月間に職業訪問を実施する。 

3・社会奉仕委員会と協会して、翡翠賞受賞者を選定し、これを表彰する。 

予 算  

職業訪問 10,000円 

翡翠賞  30,000円 

予備費  10,000円 

合計   50,000円 

 

〈社会奉仕委員会〉 委員長 斉藤篤史  副委員長 入中英雄 

          委 員 田島逸男 野崎正彦 

活動の基本方針 

ロータリアンとしてあらゆる機会で社会に奉仕する機会をもらえます。そして私たちの

あらゆる活動が、どこかで誰かのために機会の扉を開いています。 

活動計画の具体案  

 １．環境美化活動（道路清掃） 

２．翡翠賞の選考（社会貢献活動の顕著な団体もしくは個人の表彰）  

３．地域に住む人々の生活の質を高め，公共のために奉仕することは，すべてのロータリアン個人にとって，

献身に値することであり，社会的責務であることを自覚する。 

予 算          30,000円 

 

〈国際奉仕委員会〉 委員長 日髙章太郎   副委員長 峰松俊夫 

          委 員 入中英雄 

活動の基本方針 

奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて  国際理解・親善・平和

の推進を図ること。 

活動計画の具体案  

1・釜山港都ロータリークラブ姉妹クラブのメークアップに参加しよう 

２・日南ユネスコ協会他、日南地区における留学生受け入れ、外国人との交流に積極的に賛助していきたい。 

３・委員会アワーで卓話行う 

 

予 算           50,000円 

 

 



〈青少年奉仕委員会〉 委員長 髙﨑広一郎 副委員長 菊池希樹 

          委 員 鷹衛哲郎 

活動の基本方針 

1.「青少年育成プロジェクト」の実践。 

2.若者の夢と希望を育てていく。 

活動計画の具体案 

○高校生就職支援セミナーの開催 

  ・日南市内の高校三年生を対象に、就職支援活動の一環として、クラブ会員による模擬面接等を行う。 

○少年野球大会の開催支援。 

 ※上記二つの活動は前年度も実施したものであり、外部からの評価も高く今年度も継続して実施する。但

し、コロナ感染症の今後の状況によっては、実施時期や開催の是非を慎重に判断していく。 

予 算           120,000円 

 

ロータリー財団 委員会  委員長  竹井 崇利 副委員長 清水 満雄 

           委 員 渡邉 眞一郎 

活動の基本方針 

国際ロータリーの事業を支援するため、財団への寄付を奨励し、世界平和のための財団

活動理解と協力をお願いする。 

また、米山奨学会の目的を再考し、会員への理解と協力を推進していく。 

 「わかば奨学会」に理解と協力をお願いする。 

活動計画の具体案 

①  100万ドルランチを実施し、地区に寄付する 

② ロータリー財団に会員一人＄10を寄付する 

③  米山奨学会に一人3,000円を寄付する 

④ 「わかば奨学会」に一人 5,000円寄付する 

⑤  「わかば奨学会」の 2021～2022年度地区補助金を申請する。 

⑥ わかばランチ」を月１回実施する 

⑦  地区主催による「財団セミナー」に参加する 2020年7月19日（日） 

予 算             0円 

 

会場監督（SAA） SAA 山口秀一   副SAA 竹井崇利 井野畑善順 

活動の基本方針 

例会をはじめとする全ての会議が、楽しく秩序楽しく運営されるよう心を配り、品位と

雰囲気を良好に楽しくなるよう心がける。そして、会合の運営監督を行い、円滑に進行

することを目指す。 

 

活動計画の具体案 

１． 例会の開会前の予告を行う。 

２． 点鐘は全員起立の上、会長が点打 

３． ロータリーの目的（毎月第一例会）クラブの目的（第二例会以降）を読み上げ、四つのテスト（第二

例会以降）を唱和する。そのリーダーは会員交代とする。 

４． 第一例会は「国家」と「奉仕の理想」を全員で斉唱。第二例会以降はロータリーソングを斉唱 

５． ロータリーソングが終わった後に、前方左右隣の会員と握手する。 

６． 例会運営・親睦委員会と連携し設営座席を工夫する。 

７． ゲスト及びビジターがあるか事前に確認する。 

８． 委員会報告及び、その他報告がある時は、SAAに事前に知らせることを周知する。 

９． 例会及びその他の会合は禁煙とする。 

１０． スマイル、コインボックスに協力を求める。 

１１． ロータリーバッジとネームプレートを着用することを徹底する。 

１２． 早退は事前にSAAに連絡するよう求める。 



１３． 例会その他の会合時は、携帯電話を切るかマナーモードにする。 

１４． 次週例会の案内をする。 

１５． 毎月第一例会はネクタイ着用とする。但し制服のある場合は非着用でも可 

１６． 2020年7月～10月・2021年5月～６月はクールビズ例会とする。 

 

ガバナー補佐アドレス      坂本哲夫ガバナー補佐（日南中央RC） 

 

宮崎県南部グループのガバナー補佐を仰せつかりまし た、坂本哲夫です。自クラブの

運営がやっとのガバ ナー補佐です。補佐の役割としては、ガバナー公式訪 問の準備が

あります。ガバナーは任期中のほぼ半分を 費やしてロータリーの情報を提供し、地区の

活動方針 を説明し、各クラブと意見交換、交流を狙いとした訪 問をします。 訪問時の

例会内容などについての書類等の提出は、各 クラブで対応をお願いします。準備等につ

いて不明な 部分があれば、ガバナー補佐としてそれらにお答えし て、より良い公式訪問となるように努めま

す。 

年度を通じグループやクラブ、そしてガバナーの要請 には、それらに対応すべくできうる限りの努力をし

ま す。1年間ご指導宜しくお願いします。 

 

出席率報告 

  会員数 出席免除 出席定数 ＨＣ出席 ＭＵ 欠席 出席 出席率 

  今 週 35 4 31 23 0 8 23 74.19％ 

 出席免除 村上、清水、土屋、渡邊 

 先取ＭＵ  

欠 席 榎木田、上村、峰松、落丸、菊池、小玉、斉藤、村社、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局〒887-0014 日南市岩崎3-4-2 Itten堀川ビル2F創客創人センター内 TEL0987-22-3363・FAX0987-22-3515 

会長：村岡俊宏  副会長：豊田裕康  幹事：黒岩久登  雑誌会報広報委員長：河野通郎 

雑誌会報広報委員会より   原稿は、ocame@wing.ocn.ne.jpまで送信してください。 
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