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鹿児島西ロータリークラブ

10 月は 地域社会の経済発展月間です
会長 堂園
◆ 例会場
◆ 事務所

光一郎

幹事 永田
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本日の主要
プログラム

「鹿児島県貿易協会の取り組みについて」
鹿児島県貿易協会 事務局長

① ロータリーソング（手に手つないで）
③会 務 報 告

④出 席 報 告

永井

伸也 様

② 会長あいさつ

⑤ ニコニコBOX披露

ロータリークラブとライオンズクラブとの違い
会長 堂 園
ロータリーの起源は１９０５年アメリカのシカ
ゴの弁護士ポール・ハリスと友人３人が一業種
一人の職業人集まりとして、親睦と相互扶助目
指すクラブをめざした。例会場を輪番制（ロー
テーション）にしたことが、ロータリーの語源
となる。日本では１９２０年東京ＲＣ設立が始ま
りである。１９１０年全米ＲＣ連合会、カナダ、
イギリスへ拡大し、１９１２年ＲＣ国際連合会と
改称し、１９２２年国際ロータリー（ＲＩ）と改称
された。２０２０年は東京ＲＣ設立１００周年をむ
かえ、２０２２年ＲＩも設立１００周年を迎えた。
つまりＲＣはわずか１６年間で全世界へ広がっ
たことになる。新型コロナはわずか１年で全世
界に広がったが、当時ではそれに匹敵するほど
の速い拡がりである。しばしば、ロータリーク
ラブとライオンズクラブとの違いを問われるこ
とがあるが、皆さんはどう答えているか。ロー
タリークラブから分かれたライオンズクラブ設
立経緯はここでは触れないが、ロータリークラ
ブとライオンズクラブとの違いを２０１９−２０２０
年度宮崎での地区大会鈴木一作ＲＩ会長代理の
アドレス「不易流行」から読み取れる。
２０１２年理事会決定１５８号にこのように書か
れてある、≪ロータリーは創設時から事業と専
門職おける高潔性を土台とする理念を築いてき
た。ＲＣ及び個々のロータリアンは職業奉仕に
献身しすべての取引において高い倫理基準を守
るよう尽力する、これらは「ロータリーの目的」

光一郎

と「中核的価値観」と「４つのテスト」と「ロー
タリアンの行動規範」に要約されるものであり
世界各地で活動するロータリークラブおよび、
ロータリアンによって実行されている。≫ つま
りロータリーは＜ロータリーの目的＞ と ＜中
核的価値観＞、＜４つのテスト＞、＜ロータリ
アンの行動規範＞に要約されており、この理事
会決議事項は、他の数ある奉仕団体でも掲げら
れている奉仕、多様性、知性、自由、平和と異
なることを意味する。奉仕団体ではあるが、似
て非なるものと捉えることができる。
鈴木一作ＲＩ会長代理は、ガイ・ガンデッ
カー元ＲＩ会長の解説書から「親睦を基盤に価
値ある奉仕を行う世界的団体であり、第一に
ロータリアンの人間性の向上を挙げている。
ロータリアン事業の向上、職種企業全体の向
上、家庭町州国ならびに社会全体の向上、例会
はロータリーの親睦と学びの場、ロータリー親
睦の目的はロータリーの成長と発展である。な
により究極は真のロータリアンの育成であ
る。」と述べている。ロータリー創設時からの
倫理感や、ロータリークラブがより精神性を求
められるクラブへ変革してきたことが、他のク
ラブ活動と大きく異なる点である。創設期以来
の普遍的価値（不易）が他クラブと大きく異なる
点であり、他クラブとの違いを尋ねられた際に
はそのように答えるようにしている。

前回の例会記録（ 10月1 2 日分）
〈プログラム〉
「信用保証協会の役割と取り組み」
川野 敏彦 会員
「①キャッシュレスの利用状況 ②最近の金融詐欺事例」
植村 公保 会員
〈会務報告＞
１．鹿児島県東部グループ ガバナー補佐 上村様から
ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ日本縦断イベントについてのご案内
・自転車で宗谷岬から佐多岬２,７５０㎞を走破予定の
東京三鷹ＲＣ所属
・宮崎陽市郎ＧＥ（２７５０地区）日本縦断歓迎会・ゴー
ルセレモニー
【歓迎会】
開催日時 ２０２２年１０月２２日（土）１８時半 開宴
場
所 ホテルさつき苑
会
費 ５,０００円
（当日徴収）
【ゴールセレモニー】
開催日時 ２０２２年１０月２３日
（日）１３時
場
所 佐多岬
参加ご希望の方は１０／１３までに当クラブ事務局へ
お知らせください。
２．南九州大崎ロータリークラブ例会場変更のお知らせ
１１月からの例会場
セントロランド道の駅くにの松原おおさき
（２階）
住所 曽於郡大崎町神領２４１９
Ｔｅｌ ０９９−４７１−６６６６
Ｆａｘ ０９９−４７１−６６６７
※台風１４号の災害により現在、回線故障によりＦＡＸ
不通です。

堂園

光一郎 君、永 田

健 吾君

川野会員、植村会員の新入会員卓話を楽しみにして
います。本日は「お金」を理解して帰りたいと思いニコ
ニコします。
海江田

嗣人君

日本で最も歴史ある音楽祭の霧島国際音楽祭（みや
まコンセール）友の会会長を２０１２年から今年まで１０年
間にわたり務められ、今回相談役として新たに就任さ
れた西クラブ会員古木圭介氏にニコニコします。
田 中 藤 雄君
本日の南日本新聞に水流源彦会員の書かれた本の紹
介が出ていました。本を買おうか？ニコニコしよう
か？と迷ったのですがニコニコして皆さんに紹介する
ことにしました。私も後日必ず買います。持って来て
もらえますか？
山 田

拓 也君
本年、鹿児島県立桜丘養護学校は設立４０周年を迎え
ますが、来年度からは新設される鹿児島南特別支援学
校への移転が決まっており、本年度が最後の年となり
ます。
そこで、ＰＴＡでは生徒たちの描いた絵や作った作
品の写真を使って、記念の卓上カレンダーを作ること
を決めました。
つきましては、制作費に充てるための広告協賛を１口
１，
０００円ご協力いただきたくお願い申し上げます。
お配りした用紙を学校にＦＡＸいただくか、山田にお
預けください。よろしくお願い致します。
小計 7,000 円

３．例会終了後、定例理事会を開催いたします。

累計 159,000 円

■前回の例会（ 10月12日）の報告 ■ 9月28日例会の報告
会 員 数

7 5（7 2 ）名

出 席 率

50.00 %

出 席 数

39 名

訂正出席数

45 名

出 席 率

54.67 %

訂正出席率

64.29 %

10月26日（水）１2：3０〜 山形屋

次 回

上野ガバナー補佐訪問

予 告

Ｚｏｏｍでの例会参加▶ ミーティングⅠＤ：7119758631 パスコード：westrc ※入室の際は会員名が分かるように名前表示をお願いいたします

市内ＲＣ例会プログラム
東ＲＣ １０月２０日
（木）１０月２２日
（土）
ポリオチャリティーウォー
キング・ランニング大会に
変更 マリンポート
北ＲＣ １０月２０日
（木） 外部卓話

サンデイズイン
鹿児島

アートホテル
鹿児島

１０月２０日
（木） ガバナー公式訪問

ホテル・レクストン
鹿児島

（金） 会員卓話 徳永 昭一会員
鹿ＲＣ １０月２１日

山形屋

１０月２１日
（金） ガバナー公式訪問

鹿児島大学
稲盛記念館

サザンウインド

ＲＣ

鹿児島大学
アカデミーＲＣ

レス
鹿児島西ＲＣ Ｅメール・アドレス

info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス http:/
p://www.kagoshima-w-rc.jp/
/www.kagoshima-w-rc.jp/

中央RC １０月２４日
（月） ガバナー公式訪問

山形屋

令和ＲＣ １０月２４日
（月） クラブフォーラム

ホテル・レクストン
鹿児島

東南ＲＣ １０月２５日
（火） ガバナー公式訪問

サンロイヤル

城西ＲＣ １０月２５日
（火） 夜間例会・研修会

ホテル・レクストン
鹿児島

１０月２６日
（水） 外部卓話

サンロイヤル

西南ＲＣ １０月２６日
（水） ガバナー公式訪問

ビエント

１９：００〜

南ＲＣ

会長

米山学友会
李彬彬様

ＲＩのホームページアドレス
https://www.rotary.org/
日本のホームページアドレス
https://www.rotary.or.jp/
第２７３０地区
地区ホー
ホームペ
ムページ
ジアドレス https://www.2730rc.jp/

