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木佐貫鐵蔵

皆様こんにちは
本日は伊藤学而ガバナー・成松ガバナー補佐をお
迎えして公式訪問です。
簡単に伊藤ｶﾞﾊﾞﾅｰの紹介をいたします。石川県出
身で昭和 13 年 5 月 9 日お生まれです。昭和 42 年
東京医科歯科大学大学院を終了され教職の道に進
まれ、昭和 53 年鹿児島大学歯学部教授・平成 12
年鹿児島大学歯学部付属病院長、平成 16 年鹿児島
大学を定年退官され名誉教授になられました。
ロータリー暦は鹿児島ロータリ－クラブに平成
13 年 3 月 2 日入会、2007-2008 年会長をされ
2010-2011 年の 2730 地区ガバナーに就任されまし
た。
成松正昭ガバナー補佐は都城出身で昭和 20 年 3
月 23 日生まれ、泉が丘高校を卒業後家業を継がれ
昭和 61 年 2 月 7 日都城ロータリークラブに入会
2001－2002 年会長・2003－2004 年地区ローター
ｱｸト委員を歴任されておられます。

ガバナーとなる人が地区で指名されたときの名
称は「ガバナーノミニー」です。ガバナーノミニー
は就任する前々年度の国際大会で選挙され「ガバナ
ーエレクト」になり国際協議会で研修を経た年の 7
月からガバナーに就任します。
任期は 1 年で終了すると「パストガバナー」と呼
ばれるようになります。
伊藤ガバナーは 2009 年 9 月東京である GET に
参加され、2010 年 1 月アメリカ合衆国サンデイエ
ゴで開催された国際協議会にご夫婦で参加 2010 年
7 月－2011 年 6 月までの 2730 地区のｶﾞﾊﾞﾅｰに就任
されました。
ガバナーの仕事は手続要覧をみますと「新クラブ
結成」
「既存クラブの強化助成」
「地区指導者・クラ
ブ会長と協力し会員増強」
「地区大会を計画・主宰」
「地区内全クラブを公式訪問すること」等が挙げら
れています。
例会終了後ガバナーとのクラブフォーラムが計
画されています。
多数の参加をお願いしまして会長の時間と致し
ます。

□幹事報告

平川 靖三

○ 伊藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…
＊平成 22 年度「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。
」
国連支援募金運動に対するご協力のお願い
＊地区大会ＲＩ会長代理よりの依頼事項→
世界社会奉仕．ポリオ事業他質問事項
＊地区大会会員交流大懇親会のプログラム
ガバナーとはどのようにしてなりどんな仕事を
＊地区大会登録用紙他の訂正について→
されるのかな？と思い、インターネットでロータリ
新しい登録用紙．集計用紙
ージャパンのホームページにアクセス、ロータリー
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所お盆休み
財団関係資料のガバナーを見ると、所管クラブで指
8/13（金）～8/16（月）まで
名（ノミネート）され国際大会にて選挙（エレクト） ○ 地区青少年交換委員会…アンケート
される、RI の管理役員となっています。
（吉原 信幸）
○ ＲＩ日本事務局……領収書（人頭分担金）

□クラブ報告事項
＊地区大会のご案内 10/9.10（土日）
鹿児島市民文化ｾﾝﾀｰ
登録料 8,000 円 懇親会 10,000 円 締切 8/12
親睦ゴルフ大会 10/8（金）ｽﾀｰﾄ 8:33
南国ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ
☆ファクスでご案内を致しました。
出欠をご提出下さい。8/12 締切
＊９月定例理事会
8/25（水）11:00-ｴﾄﾜｰﾙ

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

7/28
8/4

５４名
５名
３９名
79.59％
89.79％
91.83％

池田 藤岡 山下 脇丸 福永直
福本 永野 馬渡健 鬼束 中村静

ＭＵ有会員
8/6

都城

永野

8/10

北

池田 馬渡秀

ＭＵ無会員
7/28

中村七 吉原 船木 鬼束 馬渡健

要ＭＵ会員
8/4

大吉 川口 福永直 馬渡健

□本日のプログラム

□ＳＡＡ報告
船木 修一
◎ ニコニコ箱
高辺 晃也…誕生祝を頂き有り難うございました
木佐貫鐵蔵…本日は伊藤ガバナー・成松ガバナー補
佐をお迎えしての公式訪問例会です。
宜しくお願い致します
高橋 五男…先週誕生祝いを頂きました。
有り難うございました
船木 修一…伊藤ガバナー有り難うございます
平川 靖三…伊藤ガバナー・成松ガバナー補佐本日
は有り難うございました
山浦 栄巳…山下親睦委員長納涼例会ご苦労様で
した
小俵
武…先週の納涼例会有り難うございまし
た。伊藤ガバナー、ガバナー補佐の訪
問懇談有り難うございました
良かったら、次年度もお願いします
◎ ロータリー財団
広瀬 忠雄…ロータリー財団へ
土持
修…上田やよい委員長１年間頑張って下
さい。ゴルフ同好会副幹事も頑張って
下さい
◎ 教育振興基金
鎌田 博文…伊藤ガバナーようこそおいで下さい
ました
広瀬 忠雄…教育振興基金へ
◎ 米山奨学会
棈松 豊治…伊藤ガバナーご苦労様です
土持
修…高橋 五男委員長１年間頑張って下
さい。ゴルフ同好会幹事も宜しくお願
いします
広瀬 忠雄…米山奨学会へ
上田やよい…高橋委員長頑張って下さい
◎今後のプログラム 予定
８／１８
ＩＡ担当
＊全国高校文化祭みやざき 2010 報告等
８／２５
会員増強担当
９／１
新世代担当
９／８
プログラム 新入会員卓話
９／１５
プログラム担当

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

8／11
8,000

計
100,300

2,592
17,600
30,000
20,000

17,239
97,600
105,000
85,000
12,419

雑誌会報インターネット委員会
前田 吉基 馬渡 秀光 岩下
晃 藤岡 成学
ロータリー事務局
制作

いろいろな意見が出て有意義な
討論会となりました

2010-2011 年度ガバナー 伊藤学而

RI 会長テーマと地区の方針
今年度の RI 会長、レイ・クリンギンスミス氏は、
「地域を育み、大陸をつなぐ」をテーマに掲げられ
た。意図したところは、ロータリーの役割を、誰もが理解できるように表現したことにある。
これを受けて地区では、
「クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう」をテーマとした。ロー
タリーの基本単位はクラブである。クラブが活性化すれば、その地域の要請にも、また時代の要請にも
応えることが出来るはずである。この発想の元に、今年度のクラブ活動を方向付けて頂きたい。
ロータリーという組織について
ロータリーの基本単位は、20 名以上の会員で構成するクラブである。その会員は、地域の職業分類
に基づいて選考された職業人と専門職能人である。
ロータリーの活動には、個人レベルの奉仕 (I Serve) と、クラブ・地区・国際レベルの奉仕 (We Serve)
がある。この枠組みに基づいて、ロータリーは激動の 20 世紀を乗り越え、世界各地へ拡大してきた。
そして今や、国連が認める世界最大・世界最高の民間平和団体となっている。
ロータリアン一人ひとりが意識を高めれば、クラブは活性化する。クラブが活性化すれば地域が活性
化し、地域がロータリーを求めてくる。こうすることによって、会員の視野も、地域から地区へ、世界
へと広がっていって頂きたい。

地球も生物も社会も常に変化している
昨年はダーウィン生誕 200 年、
「種の起源」出版 150 年であった。彼はイギリスの医師の家系に生ま
れ、当初、医師を志したが、自然史に興味を抱き、南アメリカへ赴く英国海軍測量船ビーグル号に乗り
込んだ。
それまで彼は、生物は神が創造したと信じる創造説論者であった。しかし 5 年間に及んだ世界周航の
旅で地球の地殻変動を目の当たりにし、地球が変わるならそれに合わせて生物も変わってきたのではな
いかと考え始めた。そして 20 年の歳月をかけて「種の起源」をまとめ挙げたのである。
これまでの研究によれば、地球は 46 億年前に誕生し、40 億年前に海洋が出来て原始生命が誕生し、
初期霊長類は約 5,500 万年前に出現したという。地球環境はこれまで幾度も変動し、生物は絶滅と誕生
を繰り返しながら進化してきた。人類の歴史はその一部に過ぎないが、すでに地球全体に広がり、地球
自体にも大きな影響を及ぼすまでになっている。
ロータリーについてクラブで話し合おう
国際ロータリーでは 3 年毎に規定審議会を開催して、世界のクラブから挺出された立法案を審議し、
ロータリーを時代に適応させる努力をしている。
ロータリーの良いところ良くないところを、クラブで話し合おう。そして仲間意識を高めよう。そう
すればクラブは活性化し、会員のロータリー・ライフも充実するはずである。

