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大会スローガン 

世界を変える行動人 機会の扉を大きく開き、平和を目指そう 
 

 

 

 

① 地区大会ご登録等のお願い 

【特別参加者】 

米山記念奨学生、Ｒ財団奨学生、青少年交換留学生、ローターアクト、インターアクト、プロバスク

ラブ、ＲＣC 会員については、オンラインでの参加をお願い致します。（一部、登壇者・発表者除く） 

関係クラブ（提唱クラブ）におかれましては、登録（オンライン）とりまとめをお願いします。 

 

【地区役員】 

パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナーノミニー・デジグネート、ガバナ

ー補佐、部門長、地区委員長は、会場（さつき苑）へご来場いただけます。ご希望の参加方法を登録

用紙にてお知らせ下さい。（所属クラブからご登録をお願いします。） 

指名出席者(講演・セミナーリーダー・発表等を行う地区役員)へは、地区大会終了後、地区大会実行

委員会から旅費を支給致します。 

 

【物故会員】 

本会議始めに、物故会員の追悼を行わせて頂きます。貴クラブに対象となられる物故会員がおられま

したら、物故者名簿にお名前、ご逝去年月日、享年及び２０字以内のご紹介をご記入の上お知らせ下

さい。 

   対象者：2019 年９月 1 日～2021 年 1 月 31 日 (但し前年度地区大会で御紹介した方を除きます) 

   お願い：名刺サイズの上半身顔写真(会員名簿使用の写真でも結構です)をメール(データ) 

又は、郵送でご送付願います。なお、裏面に必ず、お名前とクラブ名をご記入下さい。 

 

【大会登録料】   

さつき苑へご来場有の場合・・・6,000 円 (RI 会長代理を囲む感謝の懇談会 登録料は別です。)   

オンライン参加の場合・・・・・3,000 円（登録者には、事前に大会プログラムをお送りします。） 

 

【ガバナー補佐、部門長、クラブ会長・幹事協議会／指導者育成セミナー】 

5 月１5 日（土） 9：15～受付  10：00 開会～11：35 閉会 

ホテルさつき苑 （登録料：無料）  ＊ 10：30～の指導者育成セミナーは、オンライン配信有 

参集者・・・ＰＧ、ＧＥ、ＧＮ、GND、Ｇ補佐、地区部門長、地区委員長、クラブ会長・幹事 
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【昼 食】 

5 月１5 日(土)、午前中から参加の皆様については、大会事務局でご用意いたします。（昼食代は、登

録料に含まれます。） 

 

【本会議】 

5 月１5 日（土） 12：30～オープニング 12：45 開会告知～16：50 閉会点鐘 

ホテルさつき苑(1F)  ＊ オンライン配信有 

参集者・・・地区役員、クラブ会長・幹事 

 

【RI 会長代理を囲む感謝の懇談会】 

5 月１5 日（土） 17：30～19：15  ホテルさつき苑  登録料：8,000 円 

参集者・・・地区役員（地区委員長以上） 

＊ 新型コロナウィルスの影響よっては、RI 会長代理を囲む懇談会の規模縮小（参加者制限）、また

は中止になることもございますので、予めご了承ください。 

 

【お申込み】 

地区大会登録申込書にご記入の上、2020-21 年度地区大会事務局（風呂井敬ガバナー事務所内）まで

お申し込み願います。（ローターアクト、インターアクト、プロバスクラブ、RCC 取り纏め含む。） 

 

【登録締め切り】 

3 月末日必着でお願い致します。 

 

【登録料等のお振込について】 

大会申し込み締切日にて登録人数が確定後、指定の口座に 4 月 10 日までにお振り込み下さい。 

登録の取り消しの申し出があっても登録料等の返金は致しかねますのでご了承ください。 

  鹿児島銀行 西原支店 普通 №3064161  風呂井ガバナー年度事務所 

 

【ご宿泊】 

ご宿泊を希望される方は、各自でご手配くださるようお願い致します。参考までに、鹿屋市内ホテル

リストをお知らせします。（４頁目） 
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＊ 今年度の地区大会は、新型コロナウィルスの影響を考慮し、大会開催を 1 日とします。よって、

親睦ゴルフコンペ及び会員大懇親会の開催はありません。 

＊ ご家族等の大会参加についてオンラインでの参加は可能ですが、さつき苑へのご来場はご遠慮下

さいますようお願い致します。（ご家族用エクスカーション等もありません。） 

＊ 大会会場（ホテルさつき苑）へのご来場は、地区役員を除き、各クラブ２名（会長・幹事、また

は代理含）とさせていただきます。オンラインでの参加方法については、後日あらためて各クラ

ブへご案内いたします。 
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鹿屋市内ホテルリスト 

以下、鹿児島県東部 G 会員関係ホテルです。よろしければ、ご利用下さい。 

 

 ホテルさつき苑 〒893-0064 鹿屋市西原 1-9-10 （0994）40-1212 

 【公式】鹿児島大隅半島鹿屋市｜ホテルさつき苑 (satuki.co.jp) 

 

 ホテルこばやし 〒893-0006 鹿屋市向江町 4-15 （0994）44-3711 

 ホテルこばやし（HOTEL KOBAYASHI）【公式サイト】 (hotel-kobayashi.com) 

 

 ホテル大蔵   〒893-0016 鹿屋市白崎町 3-23  （0994）40-0555 

 ホテル大蔵 (hotel-okura.com) 

 

かのやグランドホテル 〒893-0005 鹿屋市共栄町 12-3 （0994）44-5511 

 鹿屋市のビジネス・観光｜かのやグランドホテル (arumuko.com) 

 

 HOTEL ARUMUKO KANOYA 〒893-0006 鹿屋市向江町 7108 （0994）36-7777 

 ホテルアルムコ HOTEL ARUMUKO KANOYA 鹿児島県鹿屋市の上質なステイ 

 

ビジネスホテルしらさぎ 〒893-0016 鹿屋市白崎町 5-11 （0994）43-5848 

 ビジネスホテルしらさぎ｜ビジネスだけでなくレジャーや観光旅行でのご利用にも最適 (hotel-

shirasagi.jp) 

 

HOTEL&HOSTEL HARU（ドミトリータイプ） 

〒 893-0002 鹿屋市本町 3-2 松屋ビル TEL（0994）36-8009 

HOTEL&HOSTEL HARU - 鹿屋市街地にあるドリトミータイプのホテルです (haluhotel.com) 

 

 

 ホテルセントロ鹿屋  〒893-0005  鹿屋市共栄町 18-21 TEL（0994）42-8880 

https://www.satuki.co.jp/
https://hotel-kobayashi.com/
http://www.hotel-okura.com/
https://grand.arumuko.com/
https://arumuko.com/
https://www.hotel-shirasagi.jp/
https://www.hotel-shirasagi.jp/
https://www.haluhotel.com/


令和3年2月

○　免除・ご招待　　●　ご本人負担

リアル参加 オンライン参加

登録料　6,000円 登録料　3,000円 登録料　8,000円 各ホテル設定額

RI会長代理 ○ ○ ○ ○

海外ガバナー
ガバナー・エレクト

○ ○ ○ ○

海外会員 ● ● ● ●

地区外ガバナー
パストガバナー

● ● ● ●

地区外ガバナーエレクト
ガバナーノミニ―

● ● ● ●

地区外会員 ● ● ● ●

地区内パストガバナー ● ● ● ●

地区内ガバナーエレクト
ガバナーノミニ―

● ● ● ●

ガバナー補佐・地区役員 ● ● ● ●

地区内会員 ● ● ● ●

提唱団体・奨学生・事務局員の登録について

区分 大会登録

ローターアクト ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。（登壇予定者を除く）

インターアクト ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。（登壇予定者を除く）

青少年交換学生 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。（登壇予定者を除く）

米山記念奨学生 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。（登壇予定者を除く）

米山記念奨学会学友 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。

ロータリー財団奨学生 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。

ロータリー財団学友 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。

プロバスクラブ ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。

事務局員 ○ オンライン参加登録のみ受け付けます。

*交通費については、ご本人負担

備　　考

宿　泊　費

②大会登録料一覧

国際ロータリー第2730地区2020-21年度地区大会に係る登録料旅費・宿泊料に関
する規定は次の通りです。

会員

大会登録 RI会長代理
感謝の懇談会

区分



地区財務・各種委員会 ホテルさつき苑

9:00 開会

地区財務委員会 地区財務委員会委員長 山﨑　隆夫

大会登録委員会 大会登録委員会委員長 村上　潤

大会信任状（資格審査）委員会 大会信任状委員会委員長 田村　香代子

大会決議委員会 大会決議委員会委員長 山下　皓三

9:45 閉会

ガバナー補佐・部門長・会長・幹事協議会 さつき苑

9:15 受付開始

10:00 開会の言葉 地区幹事 北山　勉

開会点鐘 ガバナー 風呂井　敬

ガバナー挨拶 ガバナー 風呂井　敬

2019〜20年度地区資金決算報告 前地区財務委員長 衛藤　清隆

2020〜21年度財務現況報告 地区財務委員長 山﨑　隆夫

地区大会決議（案）提案 大会決議委員会委員長 山下　皓三

ガバナーエレクト事務所から次年度の連絡 次年度地区幹事 𠮷原　信幸

地区指導者育成セミナー

10:30 地区研修リーダー挨拶並びに講師紹介 地区研修リーダー 安満　良明

演題「　　　　　　　　　　　　　　　」

11:35 閉会点鐘 ガバナー 風呂井　敬

昼食

諮問委員会メンバー昼食懇談会（11:45-12:30）

③　大会プログラム（案）

２０２１年５月１５日（土）



２０２１年５月１５日（土）

本会議

 　12:30 オープニング

12:45 開会告知 SAA

RI会長代理ご入場

大会開会宣言 地区大会実行委員長 前田　均

開会点鐘 ガバナー 風呂井　敬

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」 ソングリーダー 四元　隆二

RI会長代理紹介 ガバナー 風呂井　敬

来賓・特別参加者紹介 ガバナー 風呂井　敬

参加クラブ紹介（地区外クラブ、地区内クラブ） ガバナー補佐

13:20 物故会員追悼・黙祷

ホストクラブ歓迎の挨拶 鹿屋西RC会長 王谷　英仁

ガバナー挨拶 ガバナー 風呂井　敬

来賓祝辞 鹿児島県知事 塩田　康一

　　〃 鹿屋市長 中西　茂

13:45 RI会長代理アドレス RI会長代理 千　玄室

14:05 大会登録委員会報告 大会登録委員会委員長 村上　潤

大会信任状（資格審査）委員会報告 大会信任状委員会委員長 田村　香代子

大会決議（案）発表並びに採択 大会決議委員会委員長 山下　皓三

ガバナー指名委員会報告 ガバナー指名委員会委員長 野中　玄雄

　ガバナーノミニー紹介 ガバナー 風呂井　敬

　ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 山ノ内　文治

　ガバナーノミニーデジグネート紹介 ガバナー 風呂井　敬

　ガバナーノミニーデジグネート挨拶 ガバナーノミニーデジグネート 津野田　兼吾

青少年関連活動報告

　ローターアクト

　インターアクト

　青少年交換

　米山記念奨学

　ロータリー学友

14:45 休憩

15:00 RI会長代理特別講演 RI会長代理 千　玄室

15:50 記念品贈呈 ガバナー 風呂井　敬

　　RI会長代理 千　玄室

　　直前ガバナー 喜島　健一郎

各種表彰 直前ガバナー 喜島　健一郎

16:10 ガバナーエレクト紹介 ガバナー 風呂井　敬

ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 井福　博文

次期ガバナー補佐紹介 ガバナーエレクト 井福　博文

ホテルさつき苑



２０２１年５月１５日（土）

次年度地区大会PR・開催地紹介 次年度地区大会実行委員長 小坂　泰一郎

16:30 RI会長代理所感 RI会長代理 千　玄室

ガバナー謝辞 ガバナー 風呂井　敬

16:50 閉会点鐘 ガバナー 風呂井　敬

17:15 オープニング

17:30 RI会長代理ご入場

開会の言葉 鹿屋RC会長（コホストクラブ） 福重　満広

ガバナー挨拶 ガバナー 風呂井　敬

RI会長代理ご挨拶 RI会長代理 千　玄室

乾杯 諮問委員会委員長 安満　良明

アトラクション

ロータリーソング　「手に手つないで」

19:15 閉会の言葉　「ハッピークラップ」 副ガバナー 田中　俊實

RI会長代理を囲む感謝の懇談会



グループ名　　　　　　　　　　　　

Ｇ補佐/部門長
会長・幹事会

本会議
リアル参加

本会議
オンライン参加

RI会長代理を囲む
感謝の懇談会

交通手段
（リアル参加）

宿泊予定
（鹿屋市内）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

④2020-2021年度　RI D2730地区大会参加登録申込書

申込提出日　　月　　　日

変更期日　　　月　　　日

＊記載箇所には、必要に応じてリストを設けてあります。

クラブ名　　　　　 連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　

No 氏名 役職

5月15日（土）



グループ名　　　　　　　　　　　　

Ｇ補佐/部門長
会長・幹事会

本会議
リアル参加

本会議
オンライン参加

RI会長代理を囲む
感謝の懇談会

交通手段
（リアル参加）

宿泊予定
（鹿屋市内）

④2020-2021年度　RI D2730地区大会参加登録申込書

申込提出日　　月　　　日

変更期日　　　月　　　日

＊記載箇所には、必要に応じてリストを設けてあります。

クラブ名　　　　　 連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　

No 氏名 役職

5月15日（土）

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0 0 0 0人数計
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令和 3年 2月吉日  

パストガバナー 

ガバナーエレクト 

カバナーノミニー 

ガバナーノミニー・デジグネート 

ガバナー補佐・地区部門長、地区委員長 

各ロータリークラブ 会長・幹事  

国際ロータリー第２７３０地区 

ガ バ ナ ー 風呂井 敬 

地 区 幹 事 北 山  勉 

地区大会実行委員長 前 田  均 

 

⑤ ガバナー補佐・部門長・クラブ会長・幹事協議会及び 

地区指導者育成セミナーご案内 

 

謹啓 梅花の候、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は地区の運営にご尽力を賜り敬意ととも

に衷心より感謝申し上げます。 

さて、今地区大会に於きまして、「ガバナー補佐・地区部門長・クラブ会長・幹事協議会及び地区指導者

育成セミナー」を下記の要領で開催いたしますので、皆様方のご出席をお願い申し上げます。 

尚、ご出席の有無は別紙登録用紙にご記入願います。 

敬具 

 

記 

 

1. 対 象 者 

パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナーノミニー・デジグネート 

ガバナー補佐、地区部門長、地区委員長、クラブ会長・幹事  

 

2. 開催日時 

令和 3年 5月 15日(土)  受付 9：15～  開会 10：00 ～ 閉会 11：35 

 

3. 会  場 

ホテルさつき苑 

   〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原 1-9-10   TEL（0994）40-1212 

 

4. その他  地区指導者育成セミナーのみ、オンライン配信があります。 

各位 
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 RI第 2730地区 2020-21年度地区大会事務局 

      国際ロータリー第 2730地区 風 呂 井 敬 ガ バ ナ ー 事 務 所 内 

〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原 1丁目 9-10ホテルさつき苑内 

TEL：0994-35-1340 FAX：0994-35-1341 E-mail：furoi2730@po5.synapse.ne.jp 

 

大会スローガン 

世界を変える行動人として、機会の扉を大きく開き、平和を目指そう 
 

 

 

 

 

令和 3年 2月吉日  

 

 

パストガバナー、ガバナーエレクト 

ガバナーノミニー、ガバナーノミニー・デジグネート 

ガバナー補佐、地区部門長、地区委員長 

 

 

国際ロータリー第２７３０地区 

ガ バ ナ ー 風呂井 敬 

地区大会実行委員長 前 田  均 

 

⑥ R I会長代理を囲む感謝の懇談会（ご案内） 

 

拝啓 余寒の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、地区大会にお越しいただく R I会長代理ご夫妻を囲む懇談会を開催いたします。皆様のご出席をお

待ち申し上げます。 

敬具 
 

記 
 

1. 開催日時   令和 3年 5月 15日（土）  17：00受付   開宴 17：30 ～ 閉宴 19：15 

 

2. 会   場   ホテルさつき苑   〒893-0064 鹿屋市西原 1-9-10 TEL（0994）40-1212 

 

3. 会   費   会員：8,000円（お一人様）  

 

4. そ の 他   オンラインでの配信は、ありません。 

 

各位 


