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本日の主要
プログラム クラブ協議会（活動報告　会長・幹事）
① 四つのテスト唱和　　② ロータリーソング（それでこそロータリー）
③ 会長あいさつ　　④ 会務報告　　⑤ 出席報告　　⑥ ニコニコBOX披露

２０１９－２０２０ロータリー賞ついて

幹事　堂園　光一郎

6月はＲ親睦活動月間

週報2734号
1963年3月23日創立

20２０年（令和2年）6月24日

　ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロー
タリー戦略計画の優先事項を支えるために、以下
に挙げられた活動項目を達成したクラブを称える
ことを目的としています。①会員の増強と参加促
進　②ロータリー財団への寄付　③奉仕　④若い
リーダー　⑤公共イメージのブロックに分かれてい
ます。ブロック内はそれぞれ細かい項目が達成項
目として挙げられています。クラブは、これらの
項目を達成するために丸１年間をかけて取り組み
ます。
　クラブがＭｙ　ＲＯＴＡＲＹでクラブ・会員の情
報を更新している限り、多くの項目の達成状況
は、国際ロータリーで自動的に確認することがで
きます。例えば、毎月の会員数の増減、女性会員
の数、年齢構成、寄付の額、などいくつかは、
ロータリークラブ・セントラルなどのオンライン
ツールを使って、クラブが達成状況を入力する必
要があります。これらは当クラブ事務局が行って
います。ロータリー賞の受賞資格を満たすには、
①年度開始時から終了時までクラブが正規にＲＩ
に加盟していることが条件となります。２０１９年
７月１日時点の会員数と比較して算出され、２０２０
年７月１日時点の会員数が確定する２０２０年８月１５
日以降に表彰されます。以下、ロータリー賞の項
目を述べます。

【人びとをつなぐ】
以下のうち少なくとも５項目を達成
・少なくとも５名の会員から成るクラブ会員増強
委員会を設置し、その委員長を国際ロータリー

に報告する。
・会員１名の純増を達成する。
・既存会員と新会員の維持率を維持または改善する。
・クラブの会員維持率を１ポイント上げる。また
は２０１８－１９年度のクラブの会員維持率が９０％
以上である場合、これを維持する。
・女性会員または４０歳以下の会員１名の純増を達
成する。
・会員の職業を調べるために職業分類調査を実施
し、地域社会にあるビジネスと専門職の実情に
沿った会員基盤を築くために活動する。
・新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会
共同隊のスポンサーまたは共同スポンサーとなる。
・インターアクトクラブまたはローターアクトク
ラブを提唱または共同提唱する。
・ロータリー学友のための行事を開催し、ロータ
リーでネットワークを広げる機会を紹介する。
・青少年交換学生またはＲＹＬＡ参加者を派遣する。

【行動する】以下のうち少なくとも５項目を達成
・少なくとも５名の会員から成るクラブ財団委員会を
設置し、その委員長を国際ロータリーに報告する。
・奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。
・年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少
なくとも１００米ドルとなる。

・ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認
識向上を目的とした行事を開く。
・ロータリーの６つの重点分野のいずれかにおい
て、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際
奉仕プロジェクトを実施する。

・クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動
の詳細、ボランティア活動に費やした時間、募
金額など）をＲｏｔａｒｙ．ｏｒｇに投稿する。
・企業、政府団体、非政府団体とのパートナー
シップを継続または確立し、プロジェクトで協
力する。

・ロータリーブランドのガイドライン、テンプ
レート、「世界を変える行動人」キャンペーン
用広告・資料、その他の関連資料を活用する。
・クラブとロータリーの活動を伝えるためにク
ラブ会員がメディアと話す機会を手配する。

一年間ご協力ありがとうございました。



　新型コロナ感染症の感染者が鹿児島市内で出て未だ
に感染経路不明だそうです。
　これ以上、広がらないことを祈りニコニコします。

　たまに出席すると元気だったかと嬉しいコトバ。や
はりロータリーはいいなー

　岩田　泰一さんの久し振りの御出席、何よりです。

　久しぶりに出席しました。よろしくお願いします。
　誕生日祝１１月分を今日いただきました。ありがとう。

　６月７日、高牧カントリーにて最終の山之氏杯ゴル
フコンペで久々の優勝でした。
　Ｏｕｔ３８・Ｉｎ５１　トータル８９。優勝、ベストグロス、ニ
アピンと沢山の賞を頂きました。
　前期高齢者になり老いて益々健在です。まだレギュラー
ティーからです。ドラゴンが取れなかったのが残念でし
た。Ｉｎは驕りがあったのかもしれません。驕れる者久
からずです。謙虚にゴルフも楽しむように心がけます。
反省。同伴していただきました菊永さん、髙木さんに
感謝しニコニコします。

　先日の山之氏会長杯ゴルフコンペで３位入賞と沢山の
商品をいただきました。また、藤安会員、優勝おめでと
うございます。感謝とお祝いの気持ちを込めてニコニコ
します。

　新型コロナウィルスに伴う経済の激変で、会員の皆
様の事業経営も大変御苦労の多いことと思います。私
どもの信用保証協会の業務も激動の真っ只中で、事業
者の皆様からいただく保証の申込は、件数・金額とも
に前年比○％ではなく、１０倍以上の伸びになっていま
す。金融機関と連携しながら迅速な資金繰り支援に向
けて、協会職員一丸になって取り組んでいますので皆
様のご理解をお願いします。

会長幹事慰労会　１８：３０～

会長幹事任期満了挨拶

会長幹事任期を終えて
（夜間例会）

山ノ内会長・吉留幹事年度
最終例会
Ｊａｚｚミニコンサート
ジェイドガーデンパレス

会長幹事任期を終えて
１８：３０～　ふぁみり庵

休会

定款に基づき休会

クラブ協議会（方針発表）

会長幹事挨拶

会長幹事就任挨拶

〈プログラム〉クラブ協議会（活動報告　部門長）

＜ビジター＞　
　鹿児島西ローターアクト　会長　中尾　竜也　様　
　　　　　　　　　　　　　幹事　福田　沙月　様

◇マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１回目）
　バッジ贈呈　　
　櫻美　義明　会員　　山之氏　秀行　会員

＜会務報告＞
１．２０２３年の鹿児島西ロータリークラブ創立６０周年
　　記念実行委員会について（ご報告）
　　実行委員長：南　　徹　会員
　　実行委員会アドバイザー：古木　圭介　会員
　　記念式典・祝賀会・記念事業担当副実行委員長：
　　山之氏　秀行　会員
　　総務・広報・渉外担当副実行委員長：小山　光義　会員

２．６月２０日（土）第７期ＲＬＩパートⅢ（鹿児島）につい
て新型コロナウィルス感染症拡大防止のため開催
延期の連絡がありました。新たな開催日は改めて
ご案内いたします。

３．例会終了後、次年度の理事会を開きます。理事役
員の方は理事会会場にお集まりください。

４．本日は１００万ドルの食事にご協力いただき有難う
ございました。

布  袋　嘉  之 君

岩  田　泰  一 君

岩  男　秀  彦 君

前回の例会記録 （ 6月17日分）

髙  木　博  文 君

山之氏　秀  行 君、堂 園　光一郎 君

藤  安　秀  一 君
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■前回の例会（6月17日）の報告

小計 17,000 円　 累計 478,000 円
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鹿児島西ＲＣ

次 回
予 告

7月1日（水）１2：３０～　山形屋

　ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロー
タリー戦略計画の優先事項を支えるために、以下
に挙げられた活動項目を達成したクラブを称える
ことを目的としています。①会員の増強と参加促
進　②ロータリー財団への寄付　③奉仕　④若い
リーダー　⑤公共イメージのブロックに分かれてい
ます。ブロック内はそれぞれ細かい項目が達成項
目として挙げられています。クラブは、これらの
項目を達成するために丸１年間をかけて取り組み
ます。
　クラブがＭｙ　ＲＯＴＡＲＹでクラブ・会員の情
報を更新している限り、多くの項目の達成状況
は、国際ロータリーで自動的に確認することがで
きます。例えば、毎月の会員数の増減、女性会員
の数、年齢構成、寄付の額、などいくつかは、
ロータリークラブ・セントラルなどのオンライン
ツールを使って、クラブが達成状況を入力する必
要があります。これらは当クラブ事務局が行って
います。ロータリー賞の受賞資格を満たすには、
①年度開始時から終了時までクラブが正規にＲＩ
に加盟していることが条件となります。２０１９年
７月１日時点の会員数と比較して算出され、２０２０
年７月１日時点の会員数が確定する２０２０年８月１５
日以降に表彰されます。以下、ロータリー賞の項
目を述べます。

【人びとをつなぐ】
以下のうち少なくとも５項目を達成
・少なくとも５名の会員から成るクラブ会員増強
委員会を設置し、その委員長を国際ロータリー

玉  川　哲  生 君

に報告する。
・会員１名の純増を達成する。
・既存会員と新会員の維持率を維持または改善する。
・クラブの会員維持率を１ポイント上げる。また
は２０１８－１９年度のクラブの会員維持率が９０％
以上である場合、これを維持する。
・女性会員または４０歳以下の会員１名の純増を達
成する。
・会員の職業を調べるために職業分類調査を実施
し、地域社会にあるビジネスと専門職の実情に
沿った会員基盤を築くために活動する。
・新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会
共同隊のスポンサーまたは共同スポンサーとなる。
・インターアクトクラブまたはローターアクトク
ラブを提唱または共同提唱する。
・ロータリー学友のための行事を開催し、ロータ
リーでネットワークを広げる機会を紹介する。
・青少年交換学生またはＲＹＬＡ参加者を派遣する。

【行動する】以下のうち少なくとも５項目を達成
・少なくとも５名の会員から成るクラブ財団委員会を
設置し、その委員長を国際ロータリーに報告する。
・奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。
・年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少
なくとも１００米ドルとなる。
・ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認
識向上を目的とした行事を開く。
・ロータリーの６つの重点分野のいずれかにおい
て、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際
奉仕プロジェクトを実施する。

クラブ協議会
（会長・幹事　活動方針）

・クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動
の詳細、ボランティア活動に費やした時間、募
金額など）をＲｏｔａｒｙ．ｏｒｇに投稿する。

・企業、政府団体、非政府団体とのパートナー
シップを継続または確立し、プロジェクトで協
力する。

・ロータリーブランドのガイドライン、テンプ
レート、「世界を変える行動人」キャンペーン
用広告・資料、その他の関連資料を活用する。

・クラブとロータリーの活動を伝えるためにク
ラブ会員がメディアと話す機会を手配する。

一年間ご協力ありがとうございました。


