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　こんにちは、ロータリーの例会が通常通り開催
されるとすぐに一週間が過ぎてしますように感
じますが、わたくしの会長の時間も今日で最後に
なりました。次週の夜間例会で今年度最後の例会
となります。
　先週は急遽プログラムを変更して次年度に向
けたＤＶＤの視聴を行いましたが、時間の関係で
ＲＩ会長の次年度のテーマとガバナーエレクト
からの地区の目標や指針だけしか視聴できませ
んでした。
　地区の各委員長様の年度方針など見られたい
方は事務局、次年度幹事がＤＶＤをお持ちですの
で、事務局次年度幹事に問い合わせてください。

　プログラム変更の関係で本日のプログラムは
予定を凝縮して行いますので時間がありません。
そこで来週から開催される 2020 年ロータリー
バーチャル国際大会のご案内をして会長の時間
にしたいと思います。
　本年度の 2020 年国際大会はハワイで開催の
予定でしたが、ご承知の通りコロナウィルスの関
係で中止となり、それを受けてオンラインでの初
めての試みとなるバーチャル国際大会が開かれ
ることになったようです。
　日程は 6 月 20 日～ 6 月 26 日まで開催され
ます。
本会議は 2 日間
6 月 20 日（土）日本時間 22 時から 23 時 15 分
　「ロータリーと共にちからをつなごう」
6 月 21 日（日）日本時間 22 時から 23 時 15 分
　「ロータリーと共に学びを深めよう」
　分科会は 22 日から 26 日までの 5 日間毎日 3
つの分科会が開催され、時間は 22 時から始まる
ようです。
　内容は様々で「会員の参加を促すバーチャル
ツールの使い方」から始まり、「プラスチックを
なくし二酸化炭素削減をめざそう」「新しいクラ
ブの種類を通じたロータリーの成長」等いろいろ
な内容の分科会が開催されるようです。
　すべて本会議も分科会も日本語同時通訳され
るとのことですので、興味のある方はマイロータ
リーに詳しく記載がありますのでご覧になって
ください。

会長タイム

濱田　国雄　会長

今週のプログラム
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三役退任挨拶

　１年間本当にありがとうございました。皆様の

ご協力のお蔭で 2019 ～ 2020 年度宮崎東ＲＣ

第 23 代会長をどうにか無事に終えられようとし

ております。会員の皆様には心より御礼申し上げ

ます。振り返りますと会長職で最初の職務はＰＥ

Ｔ（会長エレクト研修）だと思います、そこで初

めて他クラブの会長さんとお会いしお話をさせ

て頂き、会長職の責任の重さを再認識させられ、

また会長の時間の原稿をほぼ作り上げていると

の話を聞かされ、これは考え方を変えないと大変

なことになるぞと思ったのが始まりだったよう

に思います。しかし本当に今年一年間は色々なク

ラブの活動や行事に積極的に会員の皆様に出席

頂き私の会長職をカバーして頂いたと思ってお

ります。10 月の地区大会にもたくさんの会員の

皆様の出席いただき、またサザンウンドさんとの

交流会でも岩切副会長には豪華な食事と会場ま

でご準備頂き大変ありがとうございました。

　11 月は青島学園の秋楽祭が開催され平木社会

奉仕委員長の働きかけで 18 名の皆様に参加を頂

き、またたくさんの景品を提供いただきました。

ありがとうございました。青島学園は今年度から

園長先生も変わり、引継ぎの年で皆様のたくさん

の参加協賛のお蔭で次年度に繋げることができ

たと思っております。次年度は地区の補助金を使

いスピーカーの寄贈が予定されています今年以

上の参加ご協力をお願いします。

　昨年末から年始に掛けてはクリスマス例会、家

族新年例会と夜の例会が続きたくさんの家族の

皆様に出席いただき楽しい例会が開けました。２

月にはサザンウンドさんと協賛で行われた車い

すバスケット大会にも串木野市と遠方で朝早く

の出発でしたが 13 名の皆様に出席参加いただき

また、平木社会奉仕委員長にはバスの中での飲食

の手配から昼食の手配まで細やかにご準備頂き

ありがとうございました。それ以降はロータリー

クラブの活動がお蔭様なのか、残念ながらなの

か、コロナの影響できなくなってしまいご迷惑を

おかけ致しました。特に久寿米木プログラム委員

長にはゲスト卓話のキャンセルや急なプログラ

ムの変更などお手数をお掛けしました。

　会長が例会を欠席される事もほとんどなく後

半は特別休会が続いたので何の仕事もせずの一

年間でしたが、濱田会長、畠中幹事のもと楽しく

安心して副会長を務めさせて頂きました。

　次の山口会長年度も楽しく積極的にロータ

リー活動に参加していきたいと思います！一年

間有難うございました。

　皆さん再びではございますが、こんにちは。１

年間を振り返りましてまず、新型コロナウイルス

の影響により、後半はロータリー活動の中止が相

次ぎました。誠に残念な思いでございましたが、

前半は地区大会、ガバナー公式訪問、青島学園訪

問、職場訪問、家族新年会、ひまわり賞と濱田会

長、山口会長エレクト、岩切副会長と協力してプ

ログラムを無難にこなせたのではないかと思っ

ております。又は会員の皆さんの絶大なる御協力

のおかげであると感じております。１年間誠に有

り難うございました。

濱田　国雄　会長

岩切　久美　副会長

畠中　和広　幹事

コロナ感染症の影響で通常より例会数の少ない

年度でしたが、宮崎東クラブらしい楽しい例会は

開けたのではないかと思っています。一年間ご協

力ありがとうございました。

・ 新型コロナウイルス感染下における退会防止
についての地区見解の案内

幹事報告



各委員長報告

出席委員会� 委員長　木下　昌徳

親睦活動委員会� 委員長　森重　文彦

　親睦委員会では、家族晩餐
会・夜間例会・クリスマス例会
等やってきましたが、みなさま
の協力のおかげで、楽しくやっ
てこれました。
　１年間ありがとうございました。

　出席委員長として、出席率向
上に具体策を講じることが出来
ず、委員長として反省しており
ます。
　この反省のもと、次期役目の
ＳＡＡでは、しっかり取り組ん
でまいります。

クラブ研修委員会� 委員長　中川　彰伸

　ロータリーにおける“クラブ
の活性化のための方策”につい
て研修する委員会であると認識
して、①地区研修等の参加、②

（新）会員への研修サポートの
充実、③規定審議会改正内容の
理解、④クラブ定款・細則の認

識、⑤ CLP（クラブ・リーダーシップ・プラン )
によるクラブの活性化、⑥その他の活動計画の下
にクラブ研修委員会として 2019-2020 年度取
り組む事としました。

クラブ会報・広報委員会� 委員長　越山　直美

　会報は、皆様のご協力のもと、一度も欠けるこ
となく発行できました。宮﨑紙工印刷の温谷様に
も大変助けられたことを感謝します。
　来年度も引き続き担当することになりました
ので、今年できなかった Facebook への情報掲
載に取り組みます。

雑誌・ロータリー情報委員会� 委員長　村川　保訓

　１度、例会でメインアワーを
担当させていただきました。
　ロータリーの友、月信は、皆
さんいつも活用して下さい。こ
れからはマイロータリーを活用
して情報を得て下さい。

米山奨学委員会� 委員長　都原　清次

　計画通りにできました。

ＳＡＡ委員会� 委員長　長友　廣志

１. シェイクハンドタイムの継
続

２. 禁煙例会の継続
３. 例会の円滑進行の為、各役

員、委員会との事前打合せ
を行う

４. 卓話中の私語の厳禁、例会
中の携帯電話は電源を切るかマナーモードに
する
上記活動計画は大方達成出来たと思います。

　また、今年度で、プロジェクターを購入して活
用することができました。
　来年度もプロジェクターを使用して例会を盛
り上げて下さい。

クラブ奉仕委員会� 委員長　山口　登幸

　活動計画　コロナの影響で例
会がなくなり、年２回のミー
ティングの開催ができなかっ
た。

青少年奉仕委員会� 委員長　上村健太郎



例 会 記 録 第968回  2020年6月15日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告

◎各委員長報告

◎三役退任挨拶

出席状況報告

6月15日 第968回 6月1日 第966回

会員数 28名 会員数 28名

出席数 20名 出席数 20名

出席率 71.42％ 修正出席率 82.14％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：野﨑　伸一  君、森重　文彦  君
　　　　　　　　　　　　和田　　優  君

スマイルＢＯＸ

濱田　国雄　君
１年間ご協力ありがとうございました。

野﨑　伸一　君
誕生祝

職業奉仕委員会� 委員長　柳園　八星

　活動報告としまして、令和元
年９月 30 日に濱田農園（ミニ
トマトのビニールハウス栽培）
への職場訪問例会を実施しまし
た。職場訪問例会にはメンバー
の皆様、多数のご参加いただき
有難うございました。反省点と

しては、興味のある方には見学だけでもよかった
のかもしれませんが、もう少し内容のあるものに
できればよかったかなと思います。また職場訪問
例会を 1 回のみ計画して実施しましたが、なか
なか例会に参加できないメンバーの職場等も候
補にあげて数回でも実施してもいいのかなと思
いますので、可能であれば次年度では計画いたい
ただければと思います。職業奉仕賞（ひまわり賞）
につきましては、令和 2 年 1 月 27 日例会にて
青島学園職員　栗栖ひとみ様への授与を行いま
した。副賞のご提供につきまして、メンバーの皆
様のご協力いただき有難うございました。一昨年
より支援させていただいている青島学園の園長
　又木　様と共に例会に参加いただき、クラブと
の交流の良い機会にもなったのではないかと思
います。
　一年間を通して、職業奉仕の理解を深めること
を目標としていましたが、まだまだできることが
あったのではないかと振り返っておりますが、皆
様のご協力のおかげでなんとか委員長を務める
ことができたと思います。有難うございました。

社会奉仕委員会� 委員長　平木　泰英

　Ｒ 1 年 8 月 24 日 25 日、毎
年恒例の「24 時間愛は地球を
救う」24 時間車椅子バスケッ
トボールでは、会員の皆様ご家
族の皆様また、社員の皆様には
大変深夜までの時間ご参加いた
だく心より感謝申し上げます。

　青島学園さんへ 150,000 の予算全てを児童、
生徒の皆さんの希望の品を贈呈させて頂いてお
ります。また、秋楽祭では 18 名の会員にご参加
いただき、副賞も沢山頂戴し、参加された皆様に
喜んでいただき大変盛り上がりました。
　なお、青島学園様へ音響設備贈呈で地区に補助
金申請し承認を得ており、次年度贈呈する運びと
なりました。地区より 400,000 円補助頂き、ク
ラブから約 200,000 円程度の予算が必要になり
ますので次年度にて予算計上お願い致します。
　Ｒ 2 年 2 月 15 日には車イスバスケットボー
ル南九州大会に参加させて頂きました。今後開催
協賛などは　鹿児島サザン様と協議後検討する
事なろうかと思います。
　社会奉仕委と致しまして会員の皆様に参加し
ていただきました事、改めて感謝申し上げます。
次年度は山口会長のもと、職業奉仕委員会にて精
いっぱい精進してまいります。一年間ありがとう
ございました。

国際奉仕委員会� 委員長　鳥越　逸雄

・本年度の活動は、なにもあり
ませんでした。

・国際奉仕月間もなく、日々勉
強の毎日でした。

・また、２月からは海外旅行も
禁止され、活躍の機会さえ
も奪われてしまい、ただただ

ゆっくり過ごしました。
・来年の委員長には、しっかり今年の分まで活躍

してほしいと思います。
・本年度は真にありがとうございました。
・来年度は、また社会奉仕の方で頑張ります。

ポールハリス賞受賞　山口　登幸　会員


