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　今日のお話は少し硬くなりますが、情報の選別

についてです。

　ここ数ヶ月間コロナの情報に世界中が振り回

されました。

　飛沫感染と聞いてマスク着用が常識となりま

した。しかし、マスクを着けていた運動中の人が

熱中症になりました。人と人との間隔が２ｍ以上

あれば感染防止になると現在情報が伝わってい

ますが、エアゾル感染どちらかと言うと空気感染

に近く、10 ｍも空気中を漂い感染する可能性も

あると言われ始めました。そういえば 3 月ごろ、

動物園のトラなどの器官にコロナウイルスが見

つかったとの報道がありました。動物の近くに近

寄るはずがないので、もしかしたら人間から空気

感染をしていたのかもしれません。これからも新

しい情報が出てきます。私達はそれらの情報を如

何に受け止め防止策を立てていくかよく考える

必要があると思います。

　梅雨が明け、太陽の季節になります。コロナに

加え、熱中症、食中毒の季節になります。

　水分補給や睡眠など多くの情報がますます氾

濫します。ぜひ一度身近な情報を見直す必要があ

ると思います。

会長タイム

山口　登幸　会長

今週のプログラム
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来週のプログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎ガバナー公式訪問
　ガバナー　風呂井　敬
　　　　　　（鹿屋西ＲＣ）
　ガバナー補佐　金丸憲史
　　　　　　（宮崎西ＲＣ）

◎会員卓話

　　中村健一郎　会員

　　「コロナ税は必要か？」

第974回　例会　2020年8月3日（月）



各委員長方針発表

出席委員会� 委員長　中川　彰伸

【活動方針】
１人でも多くのメンバーに参加
して貰うよう努めます。

【活動計画】
①メイクアップの推進
②会員交流会への参加促進

③推薦者からのメンバーへの出席のお声がけ
④100％出席例会を設ける

プログラム委員会� 委員長　青井　慎一

【活動方針】

例会の出席率向上に貢献できる

ようなプログラムを立案する。

宮崎東ロータリークラブの独自

性が出せるようなプログラムを

模索する。

【活動計画】

・クラブメンバー同士の理解や交流が深まるプロ

グラムを計画する。

・外部講師をお招きして、メンバーの実務や認識

に役立つプログラムを計画する。

・ロータリーを更に理解できるようなプログラム

を計画する。

・遠隔参加（オンライン参加）を模索します

ＳＡＡ� 委員長　木下　昌徳

【活動方針】

例会が楽しく且つロータリアン

として秩序正しく運営されるよ

う常に心を配り、気品を保ち、

関係委員会との連携の下、ス

ムーズな例会進行を行う。

【活動計画】

１. 禁煙例会の継続。

２. 各委員会との打合せを密に連携を図る。

３. 卓話中の私語を厳禁とする。

４. シェイクハンドタイムは当面中止とし、コロ

ナ収束後に復活。

クラブ協議会

１．『ロータリーは機会の扉を開く』

　　ホルガ―・クナーツＲＩ会長年度テーマ

２．『不易流行・ロータリーの基本を堅持し

　　　変化に適応するクラブを』

� 風呂井　敬　地区ガバナーの　　　

� 地区スローガン（鹿屋西ＲＣ）

　ＲＩ会長テーマ・ＲＩ強調事項の推進、ＲＩ会

長賞への積極的なチャレンジ、新しいＲＩ戦略計

画の推進、会員増強・会員維持・クラブ拡大、新

世代（青少年）育成の推進、ロータリー財団への

年次寄付・米山奨学会への寄付推進、ポリオ根絶

への協力、公共イメージ向上、研修の充実、ロー

タリーデーへの参加、友好クラブ・姉妹クラブの

締結推進、国際大会・地区大会・地区セミナー等

への積極的参加、地区財団活動資金の活用、クラ

ブビジョンの策定など18 の地区目標設定

３．ガバナー公式訪問の要項と日程　

・クラブフォーラムについて

３つの項目に対して、３名の会員発表（各

10 分程度）をお願いします。

多くの会員のご出席、特に入会３年未満の会

員に出席要請をお願いします。

４．今後の主な地区行事

・地区大会　来年5月14日（金）～5月16日（日）

鹿屋体育大学他（鹿屋市）　→日程変更

・ロータリーデー　令和３年２月 23 日（火／

天皇誕生日）　内容未定（グループ内会長幹

事会で協議）

・国際大会　６月12日（土）～６月16日（水）

　（台湾　台北）

宮崎県中部グループ

� ガバナー補佐　金丸　憲史（宮崎西ＲＣ）



クラブ会報・広報委員会� 委員長　越山　直美

【活動方針】

・例会記録として週報を毎回発行します。

・東ＲＣの事業活動の予定を明らかにし、活動促

進に努めます。

・クラブの奉仕活動やプロジェクトに対する地域

社会での認識と、公共イメージの向上に努めま

す。

【活動計画】

・会員並びに事務局の理解と協力を得ながら週報

を発行します。

・例会での卓話、委員会報告、幹事報告、理事会

議事録の内容を週報に掲載します。

・クラブのウェブサイト並びに Facebook にク

ラブの奉仕活動、プロジェクトの情報を掲載し

ます。

・会員の広告（5,000 円）の掲載を実現します。

雑誌・ロータリー委員会� 副委員長　畠中　和広

【活動方針】

ロータリーについての知識と理

解を深めるためにロータリーの

友、ガバナー月信等を利用して

最新情報提供に努める。

【活動計画】

・入会３年未満の会員への情報提供。

・例会・夜間例会等の中で、ロータリーの情報を

会員へ提供する。

ロータリー財団委員会� 委員長　和田　尚三

【活動方針】

・支援活動の理解を深め、持続

可能な変化をもたらす活動に

賛同します。

【活動計画】

・理事会を通じて寄付活動に賛同します。

米山奨学委員会� 委員長　上村健太郎

【活動方針】

・米山奨学生との交流を図り、

ロータリーの役割を理解して

もらう。

・米山奨学会への寄附をお願い

する。

【活動計画】

・奨学生のロータリー活動、特に例会、親睦会へ

参加してもらう。

・米山奨学会の理解を深める。

・普通寄附、特別寄附の要請をする。

会員増強委員会� 委員長　上山　泰寛

【活動方針】

新しいＲＩ戦略に基づき、クラ

ブの活性化を目指し会員増強活

動を行います。

【活動計画】

１. 現メンバーの情報を整理し、積極的に足を運

び入会につなげます。

２. 会員数 40 名を目指します。

３. 退会防止に努める。

クラブ奉仕委員会� 委員長　岩切　久美

　クラブ奉仕委員会の委員長を

拝命しました岩切です。活動方

針、予算計画等は活動計画書の

通りです。今年度もよろしくお

願いいたします。

クラブ研修委員会� 委員長　村川　保訓

【活動方針】

ロータリーについての知識と理

解を深めるために、クラブ会員

と共に学習していく。

【活動計画】

・ロータリーの友、ガバナー月信での情報共有。

・年２回の研修会開催。



例 会 記 録 第972回  2020年7月20日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告

◎クラブ協議会

　　　 （ガバナー補佐出席）

◎五大奉仕委員長方針発表

◎各委員長方針発表

出席状況報告

7月20日 第972回 7月6日 第970回

会員数 28名 会員数 28名

出席数 21名 出席数 19名

出席率 75.0％ 修正出席率 71.43％

メイキャップを積極的に行いましょう。

　メーキャップ　　後取り：中川　彰伸  君

青少年奉仕委員会� 委員長　長友　廣志

【活動方針】

2730 地区及び宮崎県中部グ

ループの青少年奉仕活動への参

加要請に応える。

【活動計画】

2730 地区及び宮崎県中部グループの活動情報を

クラブメンバーに伝え、各事業への参加要請に応

える。

国際奉仕委員会� 委員長　迫園　洋二

【活動方針】

国際理解、親善、平和を推進する

ため実施する全ての活動を行う。

【活動計画】

例会のプログラムに基づき、国

際奉仕に関わる特別月間に卓話を行う。

ロータリー財団委員会活動に協力する。

１．新入会員の承認について

上山増強委員長より新入会

員の推薦がありました。

理事会回覧後、会員の皆様

に回覧しますので確認をお

願い致します。

２．宮崎北ロータリークラブ例会場変更について

今年度からホテルマリックス→宮崎観光ホ

テルに変更になりました。

３．今年度地区大会の延期について

当初予定されていた 11/13 ～ 11/15 日か

ら来年5/14～5/16日へ変更になりました。

幹事報告　　　　　　久寿米木和夫　幹事

職業奉仕委員会� 委員長　平木　泰英

【活動方針】

１. 職業奉仕についての理解と

会員の職業人としての奉仕

を推奨する。

２. 地域が求める職業奉仕ニー

ズと、地区の目標達成する事。

【活動計画】

１. 職業奉仕賞（ひまわり賞）の対象者選考と授

与式の盛大な開催。

２. 職場訪問例会の実施。（会員意見抽出し理事

会で決定する）

３. ５大奉仕委員会と連携し年間スケジュール達

成する。

社会奉仕委員会� 委員長　鳥越　逸雄

【活動方針】

青島学園の生徒、職員の方たち

との交流を目的に、学園祭やそ

の他のイベントへ参加し、ロー

タリーの理念に基づく、社会的

な広報活動を行う。

車いすバスケの参加により、鹿児島サザンウイン

ドＲＣとの協力のもと、協同支援事業としてサ

ポートを行う。

【活動計画】

・青島学園への寄贈品をメンバーから募る。

・書き損じハガキの収集・寄贈を継続する。

・車いすバスケット南九州大会への参加を行う。


